
 

 

 

 

 

 

大野城市地域密着型サービス事業者公募要項 

〔令和３年度整備〕 

 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月 

大野城市 長寿社会部 長寿支援課 

事業所指定指導担当 



１ 公募の趣旨  

大野城市では、第８期大野城市介護保険事業計画（計画期間：令和３年度～令

和５年度）に基づく地域密着型サービスの基盤の整備にあたり、法令等の趣旨に

沿った質の高いサービスの提供が行われるよう、事業者を公募により選定します。 

 

２ 公募対象事業等  

（１）整備年度  

  令和３年度 

  ※令和４年４月１日までに本市の指定を受け、事業開始できること。 

 

（２）整備対象事業、整備対象区域及び整備箇所数等  

  ※以下の事業所を併設することを条件とします（単独の整備は不可）。また、

いずれも介護予防に係る指定も受けることとします。  

対象事業 公募数 対象区域 

（介護予防）認知症対応型共同

生活介護（２ユニット 18 床） 
１か所 市内全域 

（介護予防）小規模多機能型居

宅介護 
１か所 市内全域 

 

３ 応募資格及び条件等  

（１）応募事業者 

・令和４年４月 1 日までに指定を受け、事業所を開設できること。 

・法人（法人の種別は問わない）であること。また、新たに法人を設立する

場合は、原則として公募書類提出までに法人を設立すること。 

・今回の整備対象事業の運営を直接行う事業者であること。 

・介護保険法第 78 条の２第４項各号及び介護保険法第 115 条の 12 第２項各

号の規定に該当しないこと。 

・介護保険法における指定の欠格事由、取消事由に該当せず、所管官庁の監

査、指導検査等において重大な指摘を受けていないこと。 

・応募事業者の役員等が、大野城市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団

員ではない、又は暴力団、暴力団員と密接な関係にないこと。 

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定により一

般競争入札の参加者の資格を有さないとされていないこと。 

・会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）等の規定に基づき更生又は再生手続きをしていないこと。 

・事業者が納税義務を有する税金を滞納していないこと。 



 

（２）資金計画 

・施設整備等に必要な資金の確保が確実であり、償還計画を含めた収支計画

が適正であること。 

・事業所の運営収入が確保されるまでの運転資金として年間総事業費の３か

月分以上に相当する現金・預金等を自己資金として確保していること。 

・資金収支計画は、事業開始から２年間の計画をたてること。 

  ・市からの施設整備に伴う補助金交付を希望する事業者は、補助金を見込ん

だ上で計画すること。 

 

（３）事業用地及び建物 

・事業用地が市街化区域であること。 

・事業所運営に必要な土地・建物はその所有権を取得していること、あるい

は確実に取得する見込みであり、これを登記すること。なお、これにより

難い場合は、賃貸借契約を締結し事業開始後 30 年以上の地上権又は貸借

権を設定し、これを登記すること。 

・事業予定者として選定された後に事業用地又は建物を購入する場合は、売

買が確実であること、また、賃貸の場合は貸借が確実であることが確認で

きる書類を添付すること。 

・事業用地は、公募時に抵当権等の事業所存続の支障となりうる権利設定が

ないことを条件とする。ただし、抵当権等抹消の内諾書等があるものや、

事業所整備後の抵当権設定は除くものとする。 

・事業用地及び建物に係る都市計画法、建築基準法、消防法、文化財保護法、

農地法等に定められる接道条件、消防用設備、埋蔵文化財、農地等の規制

について、各開発関係部局と必ず確認・相談を行い、各種関係法令等を遵

守すること。 

・施設整備地の地域住民（居住している住民のほか、自治会等の組織）に対

し、事業内容等について説明を行うこと。なお、地域への説明にあたって

は「あくまでも高齢者施設整備の応募のための説明であり、施設の整備が

確定しているものではない。」ことを十分に説明すること。 

・整備にあたっては、消防法施行令上、スプリンクラーの整備が義務づけら

れていない場合でも、建物にスプリンクラーを整備すること。 

 

（４）遵守事項、禁止事項等 

・事業用地及び建物の整備、事業運営の計画策定等にあたっては、介護保険

法等の関係法令を十分に理解し、遵守すること。 

・福岡県福祉のまちづくり条例を遵守すること。 



・提出された書類の内容に、重大な不備又は虚偽があった場合、重要な項目

（施設種別・建設場所・利用定員等）に変更があった場合、その他疑惑や

不信を抱く行為をしたと認められる場合は、審査を行うことなく、又は審

査結果に関わらず不採択とします。 

・募集開始から指定候補者の決定までの期間、本件業務に従事又は関係する

本庁職員及び選考委員への接触は、直接、間接を問わず禁止します。 

 

（５）補助金について 

   「（介護予防）認知症対応型共同生活介護及び（介護予防）小規模多機

能型居宅介護の整備に係る経費に対し、県の地域医療介護総合確保基金を

活用した補助を実施する予定です。補助金額等については、以下のとおり

ですが、当該補助金は県との協議により決定されることから、内容等によ

っては、補助金交付申請どおりの交付が認められない場合がありますので、

ご留意ください。 

対象事業 補助対象経費 
補助金額 

（上限額） 

（介護予防）認知症対応

型共同生活介護  

施設整備 

※建築費 
26,880 千円 

開設準備経費等 

※備品購入費、人件

費等 

12,078 千円 

※671 千円×定員数 

（介護予防）小規模多機

能型居宅介護  

施設整備 

※建築費 
26,880 千円 

開設準備経費等 

※備品購入費、人件

費等 

6,039 千円 

※671 千円×宿泊定員数 

 

（６）その他留意事項 

・公募書類の提出に係る経費については、本市は一切負担しません。 

・書類の提出後、やむを得ない理由で辞退する場合は、辞退届（任意様式）

を提出してください。（辞退理由を記入の上、法人名・代表者名・法人印

を押印）決定後の辞退については、必要に応じて関係機関等への説明を行

ってください。 

・本応募の選定により、土地建物上の制限解除や、介護保険法に基づく指定

等が保障されるものではありません。 

・事業契約の中止や選定されなかったことによる一切の損害等について、市

が責任を負うものではありません。 

・原則として選定後における事業の権利譲渡は認めません。 

・本要項は協議事業所選定のためのものであり、指定に係る申請手続きにつ

いては、ホームページを参照してください。 



４ 公募期間  

 

 

 

 

 

 

 

５  応募手続き等  

 

（１）提出書類 

・別添の提出書類一覧のとおり提出してください。 

・提出された書類は返却しません。 

・様式を定められているものは、原則として指定様式を使用してください。 

・証明書等規定のものを除いて原則 A４サイズにしてください。図面につい

ても A４サイズに折り込んでください。 

・各書類は、提出書類一覧表の順番どおりに並べ、項目ごとに仕切りを１枚

挿入してインデックス（項目№）をつけてください。（インデックスは直

接書類に貼らないこと） 

・提出は、正本１部、副本５部の合計６部提出してください。なお、副本は

正本をコピーしたもので構いません。（副本には、原本証明は不要） 

  ・左側に２穴開けリングファイル又はフラットファイルに綴じてください。 

（ホッチキスを使用しないこと） 

・提出書類の中で、写しを提出する場合、以下のとおり原本証明をしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

（２）提出先及び提出方法 

提 出 先：大野城市長寿社会部長寿支援課 

     事業所指定指導担当（大野城市役所 1 階） 

提出方法：持参のみ。郵送等は不可とします。 

      必ず電話で予約の上、ご来庁ください。電話：092-580-1916 

 （土・日曜日、祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時まで） 

 

この写しは原本と相違ありません。  

  年   月   日  

法人名  

代表者名             印  

○ 公募書類の提出期間  

令和３年４月 12 日（月）から 

令和３年５月 11 日（火）まで 期限厳守（郵送不可）  

（土・日曜日、祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時まで）  

 



（３）質疑応答 

応募に関する質疑については、書面による提出のみとします。（※ホームペー

ジに質問票を掲載しています。）提出方法は、「11 問い合わせ先」へ郵送、ＦＡ

Ｘ又はメールで提出後、電話で到着確認を行ってください。 

 質疑受付期間は、令和３年４月 12 日（月）から４月 28 日（水）まで（※８時

30 分から 17 時までとし、土日・祝日を除く。）とします。質疑を取りまとめの上、

質問提出者及び応募書類提出者全員にメールで回答書を配付し、市ホームページ

にも掲載します。 

なお、公平を期すため窓口、電話等での個別の質問には一切回答できません。 

 

（４）その他 

 ・書類提出後の計画変更、書類の差替え等は、募集期間内であれば可能です

が、受付締切後は選考結果に影響を及ぼすため認められません。 

 ・事業予定者選定にあたって本市が必要と認める場合、追加資料の提出を求

めることがあります。 

 

６  今後のスケジュール（予定） 

 

令和３年５月 11 日（火） 公募書類提出期限 

令和３年６月 資格審査・書類審査・ヒアリング・選考 

令和３年７月 
事業者選定結果通知 

工程、地元協議スケジュール等協議 

 

７  事業者選考方法と結果  

・事業予定者の選考は、大野城市地域密着型サービス運営委員会の委員等で

構成された事業者選定委員会の意見を踏まえ、提出された書類、応募法人

のプレゼンテーション及びヒアリングで審査し、その評価により市が選定

します。 

・ヒアリングの日程については、後日、市からお知らせします。 

・審査は書類の内容、資格及び本事業に対する考え方、理解度を総合的に評

価します。 

・選定の結果は、応募した全ての事業者に対して文書で通知します。また、

選定された事業者名のみ大野城市ホームページで公表します。 

・審査結果によっては、いずれの事業者も該当なしとなる場合があります。 



・事業予定者として選定された場合、委員会等で指摘された事項（改善が必

要なもの）がある場合、指定申請までに必ず改善を行ってください。 

 

８  選考基準  

事業者の選考にあたっては、別紙１「施設整備の評価基準」に基づき審査を

行います。なお、全ての基本項目が基準に適合し、評価項目の評価点が総合計

の 60％以上ある事業者の中で、評価点が最も高い事業者を選定します。応募法

人が１法人であっても同様です。 

 

９  選定後の手続き  

  選定後の事業内容の変更は原則認めません。ただし、変更の内容が軽微であ

るもの、市が承認したものについてはこの限りではありません。 

 

10 次年度への繰越について 

  令和４年４月１日までに指定を受け、事業所を開設することを原則とします

が、やむを得ない理由があり、かつ、市がそれを認めた場合に限り、令和４年

４月２日以降の指定及び事業所の開設を認める場合があります。令和３年度整

備に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに市と協議を行ってください。 

  なお、令和４年４月２日以降の指定及び事業所の開設となった場合は、前述

の補助金のうち、開設準備経費等に係る補助金については交付されませんの

で、ご留意ください。  

 

11 問い合わせ先  

  大野城市長寿社会部長寿支援課 事業所指定指導担当  

  住所：〒816-8510 福岡県大野城市曙町２丁目２番１号 

  電話：092-580-1916  F A X： 092-573-8083 

E - M a i l： kaigo@city.onojo.fukuoka.jp 



 

施設整備の評価基準【（介護予防）小規模多機能型居宅介護】  

         【（介護予防）認知症対応型共同生活介護】  

評価項目   配点 

１ 事業者（法人）の適

格性  

１－１：事業者（法人）の適格性  5 

２  事業運営方針  ２－１：基本的運営方針  5 

 ２－２：サービスの質の確保  10 

 ２－３：適正かつ効率的運営 10 

 ２－４：危機管理 4 

 ２－５：非常災害対策 4 

 ２－６：衛生管理 4 

 ２－７：個人情報保護 4 

 ２－８：苦情処理体制 4 

 ２－９：地域との連携 10 

 ２－１０：市との連携 5 

 ２－１１：創意工夫 5 

３  施設整備方針  ３－１：立地 10 

 ３－２：規模、設備等機能面 10 

 ３－３：整備計画（スケジュール） 5 

４  事務手続き等 ４－１：ヒアリング準備等 5 

合計  100 

 

別紙１  


