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資料 ３ 



１  趣旨 

地域密着型サービスは、認知症高齢者や要介護度の高い高齢者等を主たる対

象に、できる限り住み慣れた地域での生活を続けることができるように、市町

村がサービスの整備計画を定め、またサービスを行う事業者の指定及び指導・

監督を行うものです。                                                                                                             

日高市でも、第８期日高市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（以下「第８

期計画」という。）に基づき、着実な基盤整備を進めるとともに、サービスの質

を確保する観点から、事業者を公募により選定するものです。 

 

２  公募する地域密着型サービス 

サービス種別 事業所数・形態 圏域 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １事業所 指定なし 

認知症対応型共同生活介護 ※ 

（グループホーム） 

１事業所 

最大 9人×2 ユニット 

整備率の低い次の

圏域に開設するも

のを優先する。 

高麗川、高麗圏域 

※介護予防認知症対応型共同生活介護の指定も併せて受けること。 

※新設のほか、サテライト型を含む。 

 

３ 応募資格 

（１）介護保険法第 78条の 2第 4項及び第 6項並びに介護保険法第 115条の 12

第 2 項及び第 4 項に定める地域密着型サービス等事業者の指定にかかる欠

格事項に該当しないこと。 

（２）法人および代表者が市税を滞納していないこと。 

（３）法人格を有し、会社更生法また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。 

 

４  事業予定者の選定について 

（１）事業計画書等の提出 

ア  指定期日までに事業計画書等必要書類を提出してください。期日を経

過したものや必要書類が整っていないもの、開発関係部局等と規制等に

関し、必要な相談又は協議を行っていないものは、受理しませんので注

意してください。 

イ  建物を新築または増築、改築など、都市計画に基づく法・条例に影響

する事業を伴う予定の事業者にあっては、開発関係部局等への相談・申

請も並行して行ってください。 



ウ 原則として計画地は抵当権の付されていない自己所有土地としますが、

３０年以上の長期契約に基づく地上権または貸借権を登記する予定の借

地も可とします。建物についても同様とします。 

エ  応募にあたって発生する費用は、全て応募者の負担とします。 

 

（２）選定について 

ア  選定方法は、日高市地域密着型サービス事業者公募審査員による一次

審査並びに日高市地域包括支援センター等運営協議会による二次審査に

より選定します。なお、一次審査において応募者によるプレゼンテーシ

ョン（２０分）、審査員による質疑（１０分程度）を行います。 

イ  選定は、協議会の意見を受け、市長が決定します。 

（３）選定結果 

応募のあった事業者に文書で通知します。ただし、選定を受けることが 

介護保険法上の指定を確約するものではありません。また、応募内容、 

審査の結果によっては、事業予定者の選定をしない場合もあります。 

また、選定結果に係る問い合わせや異議申し立ては認めません。 

（４）事業予定者の公表 

事業予定者内示後は、事業予定者名及び概要について公表します。 

（５）介護保険指定申請等 

ア 介護保険事業者の指定申請は、開設予定日の前々月末日までに必要な

書類を添えて申請してください。 

イ 建物を新築又は増改築する事業者については、建物竣工後でないと指

定手続はできませんので、余裕をもってスケジュールを立ててください。 

ウ 建物を新築、増築、改修するとき、及び高額の備品等を購入する際に

は、施工（納入）業者を競争入札により決定してください。（随意契約し

た場合、建設や準備に係る補助は受けられません） 

   また、競争入札にかかる書類は、すべて保存しておいてください。 

 ※ 選定された事業予定者であっても、指定申請の際に法令等に定める要件

を満たせない場合は、指定することができません。 

  

５  公募の手続き 

  次の（１）～（３）をセットとし、正本１部、副本５部提出してください。 

（１）地域密着型サービス事業者公募申込書（様式１） 

（２）地域密着型サービス事業計画書（様式２） 

（３）提出書類一覧表に記載する書類一式 

※その他、必要とする書類を求める場合があります。 

（４）上記書類は簡易ファイル、バインダー等に左穴綴りとしてください。 

（５）提出に用いる書類は日本工業規格Ａ４サイズとし、図面等Ａ３サイズが 



適当な書類についてはＡ４版になるよう折り畳み綴じとしてください。 

（６）必要に応じて目次およびインデックスを付加してください。 

 

 

６  提出について 

（１）提出期間 

  令和４年９月９日（金）～令和４年９月 30日（金）まで 

※ 土、日を除く午前８時 30分から午後５時までとする。 

※ 事前確認期間は設けませんので、疑義があれば提出期間前であっても問い

合わせてください。 

（２）提出先 

     日高市役所 健康推進部 長寿いきがい課（市役所１階⑤番窓口）へ運

営法人の代表者または事業責任者が持参するようにしてください。設計事

業者や不動産事業者のみによる提出・相談は認めません。 

 

７  注意事項・禁止事項 

(1) 提出書類は、個人又は第三者の情報が記載されている部分を除き、日高市

情報公開条例に基づく公文書公開請求の対象となります。 

(2) 提出された書類は、いかなる理由があっても返却しません。 

  (3) 提出期間を過ぎてからの差し替え、文書の追加提出は、市から求められ

る補正を除き、原則として認めません。 

 (4) 提出書類に虚偽の事項や重大な不備がある場合、応募はすべて無効とし

ます。 

  (5) 応募に当たり、選定結果が出るまでの間に、本件公募の情報を知りうる

立場にある者や、他の応募者と接触を図るなどの行為を行わないこと。も

しこのような行為が発覚した場合は、たとえ選定後であっても当該選定を

無効とします。 

また、指定後に発覚した場合、当該指定を取り消す場合があります。 

 (6) 選定・指定されなかったり、補助金等の交付を受けられなかったとして

も、日高市はそれによって発生する損害について、一切賠償の責めを負い

ません。 

(7) 資金計画において埼玉県の地域密着型サービス等整備助成事業費等補助

金の補助を財源とした市補助を受ける計画の場合、市の選定があっても、県

から採択されない場合があります。その場合は市補助も交付されないことと

して想定のうえ、策定してください。 

(8) 市補助を受ける場合、工事は整備年度（令和５年度）内に入札から竣工ま

で終了するように計画してください。過去の例では、単に工期が遅れ年度を



超えてしまった場合に補助の対象とならなくなったことがありますので、工

期管理には特に注意してください。 

(9) 県補助採択の有無にかかわらず、市単独での補助はありません。 

(10) 本公募にかかる説明会等は開催しませんので、疑義のあるものについて

は必ず事前に相談をしてください。        

 

８ 応募スケジュール 

 内 容 日 程 

１ 公募について告示 告示済 

２ 公募要領等の公開 令和４年７月６日（水） 

３ 事前相談 随時受付 

４ 応募受付期間 令和４年９月９日（金）から 

令和４年９月３０日（金）まで 

５ プレゼンテーション等審査（一次審査） 令和４年１０月１４日 

６ 運営協議会による審査（二次審査） 令和４年１０月下旬 

７ 選定結果通知 令和４年１１月 

８ 事業準備 選定結果受理後 令和４年度または５年度内 

※補助を申請する場合、令和５年度に交付決

定した後に入札し、同年度内に竣工する必要

があります。 

９ 事業開始 令和６年４月１日まで 

 〇上記スケジュールは予定であり、時期・内容は前後・変更することがあります。 

 

（審査方法等について） 

 書面によるものだけでなく、事業所としての意欲や独自の取組、継続性など

をより評価するため、応募者によるプレゼンテーションおよび審査員との質疑

応答の場（合計約 30分間）を設けています。 

 

 

 



９ 提出書類一覧表 

No. 提出書類 留意事項 形式 

１ 地域密着型サービス事業者公募申込書  様式１ 

２ 地域密着型サービス事業計画書  様式２ 

３ 資金計画書  様式３ 

４ 預金残高証明書 申込日前２か月以内  

５ 収支計算書  様式４ 

６ 借入金償還計画書 借入の予定がない場合も「該当

なし」として添付 

様式５ 

７ 開設スケジュール  任意 

８ 開設提案書  様式６ 

９ 法人概要 パンフレット等追加も可 様式７ 

10 定款・寄付行為   

11 法人登記事項証明書（全部事項） 申込日前３か月以内  

12 法人財務状況 直近過去３年分の決算書  

13 法人税、県税、市税等の納税証明書 直近過去３年分  

14 経歴書 法人代表者 

管理者 

様式８-1 

様式８-2 

15 介護保険法および老人福祉法に基づく

勧告、命令、指定取り消し等について 

 様式９ 

16 誓約書兼役員名簿  様式 10 

17 職員体制  様式 11 

18 関係各課との協議状況について  様式 12 

19 位置図 近隣接地状況が分かるもの  

20 配置図、平面図、立面図 用途・面積を記載のもの  

21 土地登記事項証明 

家屋登記事項証明※ 

申込日前３か月以内 

※既存建物使用の場合のみ 

 

22 土地および建物に係る契約書または確

約書 

※取得または貸借の場合 

確実に貸借または取得するこ

とが確認できる内容のもの 

 

23 現況写真 予定地の状況が分かるもの  

 


