


 

 

 

平成 27年度 

地域密着型サービス事業者募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 4月 

 

八王子市 

福祉部高齢者いきいき課 



目次 

1 公募の趣旨 ................................................................................................................... 1 

2 募集内容 ...................................................................................................................... 1 

3 応募資格 ...................................................................................................................... 1 

4 募集要件 ...................................................................................................................... 2 

5 応募に必要な書類 ........................................................................................................ 4 

6 応募手続 ...................................................................................................................... 4 

7 応募に際しての留意事項 ............................................................................................. 5 

8 応募の無効 ................................................................................................................... 6 

9 提出書類の作成に関する質疑応答 .............................................................................. 6 

10 選定方法 ...................................................................................................................... 7 

11 選定後の手続 ............................................................................................................... 8 

12 補助金 .......................................................................................................................... 8 

13 公募日程 .................................................................................................................... 10 

14 提出及び連絡先 ......................................................................................................... 10 

 

 



1 

 

1 公募の趣旨 

 

 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 年度から平成 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。本公募は、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 

 

種     類 募集数 日常生活圏域 

① 小規模多機能型居宅介護 5 
【左入】【中野】【長沼】【川口】【子安】

の圏域に各1施設 

② 看護小規模多機能型居宅介護 2 市内全域 

③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2 市内全域 

④ 
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 市内全域 

 

※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 ③定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、【南大沢】【堀之内】圏域での応募

を優先します。 

 

 

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。 
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（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 6または、

別紙様式 7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。 

 

（7）  平成 24年度から平成 26年度の決算において、債務超過でないこと。また、「④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。 

 

（8）  介護保険サービス事業者として 1年以上のサービス提供の実績があること。 

 

（9）  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 募集要件 

 

（1） 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ること。 

 

（2） 補助金を活用する場合は、趣旨を理解し補助基準に適合した計画を作成すること。 

 

（3） 日常生活圏域 1ヵ所につき 1提案の応募であること。 

 

（4） 防災対策を十分に行うこと。 

 

（5） 市街化区域であること。 
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（6） 平成 27年度中に着工できるようなスケジュールとすること。また、当該事業の開設

に当たって必要な法令上の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。 

 

（7） 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。 

 

（8） 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。 

 

（9） 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。 

 

（10） 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。 

 

（11） 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

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。 

 

（12） 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。 

 

（13） 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。 

 

（14） 「④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り入れであること。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、または土地の借り入れを行う場合、

応募時において取得、借り入れ済みである必要はありませんが、決定後の取得、借
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り入れが確実であること。ただし、借り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

るものに限ります。）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。 

 

（15） 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。 

 

（16） 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） 介護を必要とする高齢者や認知症高齢者、精神病を有する者等の様々なニーズにき

め細かく応えることができる能力、資金及び意欲を有しており、長期的に安定した

運営ができること。 

 

（18） 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 応募に必要な書類 

 

（1）  別紙 提出書類一覧のとおり 

 ※選定にあたり、提出書類の内容について審査を行います。 

 

（2）  提出書類に必要な様式類については、市ホームページよりダウンロード願います。 

 配布期間：平成 27年 4月 10日（金）～平成 27年 5月 29日（金） 

 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＞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 27年度） 

 

6 応募手続 

 

（1）  応募書類の提出について 

①  提出期限：平成 27年 5月 29日（金）午後 5時 

②  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。 
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③  内容についてお伺いする場合がありますので、必ず提出書類の内容を説明でき 

る方が持参してください。 

④  応募に必要な書類に不足、不備等がある場合には、受付できません。また提出 

期限後の内容の訂正、書類の差替えはできませんので、受付期間最終日の提出は極 

力避けてください。 

⑤  提出書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

⑥  応募書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式 18）を提出してくださ  

い。 

 

（2）  提出書類作成方法および部数 

 別紙「ファイル作成要領」のとおり 

 

 

7 応募に際しての留意事項 

 

（1）  1事業において 1事業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。 

 

（2）  本応募における用地（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）  本応募により指定（認可）予定事業者となっても、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、募集期間内の再応募は認めません。 

 

（8）  本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。 
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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）  公平・公正な審査（選考）を担保するため、提出された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八王子市との調整によって、提出された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。 

 

 

8 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 

 

（2）  応募に必要な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 

 

 

9 提出書類の作成に関する質疑応答 

 

（1）  受付方法 

①  質問は、質問書を使用して、すべて電子メールにより送信してください。電話、 

 FAX、窓口での質問には一切応じません。 

②  受け付けた質問に対する回答は、質問書提出者に連絡するとともに、応募予定 

の全事業者に周知する必要があるものについては、概ね 1週間以内に市ホームペー 

ジに掲載します。なお、質問を行った個人情報、法人情報に関わる項目については 

公表しません。 

③  質問に対する回答は、この要項と同等の効力を有するものとします。 
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メール送信先  福祉部高齢者いきいき課施設整備担当 

＜メールアドレス b440300@city.hachioji.tokyo.jp＞ 

               

（2）  受付期間 

 平成 27年 4月 10日（金）～平成 27年 5月 29日（金）正午まで 

 

（3）  メールの件名について 

 電子メールの件名は「質問書（法人名）日付」としてください。 

 例：「質問書（(株)八王子）4月 10日」 

 

（4）  質問書等各様式及び回答の掲載場所 

 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＞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 27年度） 

 

 

10 選定方法 

 

（1）  審査方法 

①  指定（認可）予定事業者は、庁内審査委員による第一次審査及び社会福祉審議  

会高齢者専門分科会施設整備審査部会による第二次審査を経て、市長が決定します。 

②  現地確認後に、第一次審査として書類審査を行います。現地確認日は応募締め

切り後に個別に通知します。 

③  第二次審査は第一次審査合格事業者について、書類審査及び面接審査を行いま 

す。 

④  面接を受けていただく方は、原則として法人理事長（代表者）等 3名以内とし 

ます。 

⑤  応募が 1事業者のみの場合でも、審査基準に基づき審査を行います。 

⑥  審査（選定）後において、応募書類の重大な不備や虚偽の記載により応募が無 

効となった場合には、他の事業者を繰り上げて決定することがあります。 

⑦  指定（認可）予定事業者の応募がない場合及び指定（認可）予定事業者が決定 

しなかった場合は、再度募集を行うことがあります。 

 

（2）  選定結果の通知 

  選定の結果は、文書により通知します。 

 

（3）  応募者の公表 

mailto:b440300@city.hachioji.tokyo.jp
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 応募状況を 6月初旬に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。 

 

 

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、国の交付金、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、国・都の補助対象として採択されない場合もあ

ります。 

なお、介護保険制度改正により、平成 27年度以降の交付金や補助金が未確定であ

るため、資金計画においては平成 26年度補助基準((3)補助金の概要参照)により作成

してください。 

 

（2）  補助に係る注意事項等について 

①  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 

すい額に設定してください。 

②  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してくださ 

い。契約基準等詳細は、別途配布します。 

③  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が条件で 

す（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はありません（根抵当権の設定のある場合 

は、補助金の対象になりません）。 

     所有、借受（予定）地において担保権が設定されている場合は、担保権抹消の 

確実な見通しがあることが必要です。 

④  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っていただき 

ます。 
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⑤  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ってください。 

⑥  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。 

⑦  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 

■施設別補助金概要 

単位

介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 30,900千円 施設

施設開設準備経費助成対策事業補助金 618千円 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

1/2

小規模多機能型居宅介護

単位

介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 21,900千円 施設

地域介護・福祉空間整備推進交付金 3,090千円 施設

看護小規模多機能型居宅介護

単位

介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 5,470千円 施設

地域介護・福祉空間整備推進交付金 10,290千円 施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

 

※ 介護保険制度改正により、平成 26年度までの国の地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金、東京都の介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金、施設開設準備経費補

助金は、平成 27年度以降新たな制度になります。平成 27年度の補助金制度につい

ての詳細は別途ご確認ください。 

    

   

 

単位

介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 4,120千円 床

施設開設準備経費助成対策事業補助金 618千円 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

1/2

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）
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13 公募日程 

 

４月 １日 平成２７年度地域密着型サービス公募について広報掲載 

４月１０日 八王子市ホームページにて募集要項の掲載開始 

５月２９日 応募書類提出締切 

７ 月 上 旬 庁内審査委員による一次審査 

７ 月 下 旬 施設整備審査部会による二次審査 

８ 月 下 旬 高齢者専門分科会に報告 

９ 月 中 旬 平成２７年度補助金協議締め切り 

１０月上旬 平成２７年度補助金内示 

 

 

14 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分から午後 5時 15分まで（土日及び祝日除く） 


