
令和３年度 狭山市地域密着型サービス事業所整備法人公募要領 

 

１．公募の趣旨 

狭山市では、第８期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５

年度）に基づき、地域密着型サービスの整備を進めていきます。 

本公募は、その一環として、狭山市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金を

活用して地域密着型サービス事業所を整備するため、より質の高いサービスの提供が

可能な法人を、公平・公正に選定するために行うものです。 

 

２．公募の概要 

（１）公募するサービス種別、募集事業者数は下記の表のとおりです。 

サービス種別 事業所数・定員 圏   域 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

１事業所 

（入居定員 18人） 
圏域指定無し 

小規模多機能型居宅介護 
１事業所 

（登録定員 29人） 
圏域指定無し 

 

３．応募資格 

応募事業者は、以下の資格要件のすべてを満たす必要があります。 

（１）応募時点で法人格を有していること。 

（２）介護サービスを提供するために必要な能力、資産及び意欲を有しており、公租公

課の未納がなく、長期に安定した運営が可能であること。 

（３）応募時点で介護保険サービス事業を運営しており、１年以上の実績があること。 

（４）介護保険法第 78条の 2第 4項各号（指定地域密着型サービス事業者の指定に係

る欠格事項）の規定に該当しないこと。 

（５）所管庁の指導監査等における指摘事項が改善済み、又は過去に法人及び事業所運

営において重大な問題等を起こしていないこと。 

（６）狭山市暴力団排除条例（平成 24年 10月 4日狭山市条例第 22号）第 2条第 1号

に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人でないこと。また、役員

（就任予定者を含む）等が同条例第 2 条第 2 項に規定する暴力団員に該当しない

こと。 

（７）令和４年度までに地域密着型サービスの開設及び指定を受けるものであること。 

（８）関係法令を全て満たす計画であること。 

 

４．開設の条件等 

（１）対象地域 

地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、身



近な日常生活圏域内でサービス提供が行われることが望ましいとされています。そ

のため、サービス基盤も日常生活圏域に偏りなく整備されることが理想と考えられ

ます。 

本市は市街地の形成が進んでいる一方で、市街化調整区域として指定されている

区域も存在しており、土地利用に関する傾向も地域ごとに異なりますが、第８期狭山

市高齢者福祉計画・介護保険事業計画においては、市全体での必要サービス量確保の

観点から、整備対象地域は市内全域としております。 

しかしながら、今回の公募では、整備期間の都合上、埋蔵文化財包蔵地内は発掘調

査の有無にかかわらず不可とし、選定に際しては、都市計画法（昭和 43年法律第 100

号）に規定する市街化区域に計画している事業者を優先とします。 

※建設計画地での開発について、必ず許認可手続きを行う関係部署と事前に調整の

上、計画の実現性を確認してください。 

（２）事業用地 

自己所有又は取得が確実に見込まれる、または、借地とする場合は事業の継続性を

確保する観点から、建物の耐用年数に相当する長期の賃貸借契約が締結されている、

又は契約締結が確約されていることが条件です。 

※新たに事業用地を確保する場合であっても、応募時に土地を購入する必要はあり

ません。土地の売買確約書等により状況を確認します。 

（３）建物・設備等の要件 

建物・設備に関しては公共性を重視し、過度の投資により事業運営に支障が無いよ

う配慮してください。 

また、設置基準は、「狭山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成 24年 12 月 19日条例第 27号）」を遵守する必要が

あります。 

（４）竣工・引き渡し時期 

令和４年３月３１日まで 

 

５．補助制度について 

地域密着型サービスの整備に当たり、埼玉県からの交付金を財源とする「狭山市地域

密着型サービス等整備助成事業費等補助金」の交付を予定しています。 

当該補助金の交付は、令和３年度に埼玉県による狭山市に対する交付決定が前提と

なります。このため、本公募は補助金の交付を必ず約束するものではありません。加え

て、今後補助金の減額等の変更があっても、本市は損害賠償等の責めを負わないものと

します。 

また、補助対象者は当該募集で選定された事業者です。選定された事業者以外が整備

する場合は、補助対象外となります。 

事業を行うにあたり、「埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要

綱」、「狭山市契約規則」「狭山市建設工事請負契約に係る入札内容の公表に関する要綱」



等の関連規定に則り、令和３年度内に整備を完了する必要があり、事業の契約には入札

等の条件が付されているため、事前に建設業者等を任意に決めることができません。 

詳細は前記の要綱・規則等を確認してください。 

（１）補助金の概要 

 施設等の整備に必要な経費を補助する「地域密着型サービス等整備事業」と、開設

に必要な初度経費（設備整備、職員募集経費等）を補助する「介護施設等の施設開設

準備経費等支援事業」があります。それぞれの概要は下記に示しますが、共通して補

助額は上限額を提示しており、対象経費の実支出額と比較して少ない方の額が実際

の補助額となります。 

なお、補助金によって整備された施設を担保に供することはできません。 

また、補助を受けた施設（事業所）の譲渡や目的外での使用を行う際は、原則とし

て補助金の返還が必要となります。事業継続について善良な管理及び効率的な運用

が疑われる場合、補助金の取り消しも生じ得ます。 

① 地域密着型サービス等整備事業に係る分 

〇認知症対応型共同生活介護 ３３,６００千円 

〇小規模多機能型居宅介護  ３３,６００千円 

（※空き家を活用して整備する場合は 各々８,９１０千円） 

※１ 施設の整備（施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要

と認めた整備を含む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工

事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信

運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請

負費の２．６％に相当する額を限度額とします。）。 

ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対象とする費用を除き、

工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び

適当と認められる購入費等を含みます。 

※２ 当該補助金は、運営法人が建物を整備した場合に対象となります。土地所

有者等が建物を整備し、運営法人に賃貸する場合も対象ですが、経営が安定

的・継続的に行われるよう、以下に掲げる要件を満たす必要があります。 

・貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な

期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。 

・賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に

賃借料を支払い得る財源が確保されていること。 

・賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法

人が当該賃借料を長期にわたって安定的に支払可能であると認められるこ

と。 

※３ 既に実施している事業、他の補助制度等により補助を受けている事業、土

地の購入費用及び造成費等の個人の資産を形成する事業、職員の宿舎、車庫

又は倉庫の建設にかかる事業、その他施設等整備に関する事業として適当と



認められない事業は対象になりません。 

② 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る分 

〇認知症対応型共同生活介護 ８３９千円×入居定員数 

〇小規模多機能型居宅介護  ８３９千円×宿泊定員数 

※１ 施設の円滑な開設又は増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品

購入費（備品設置に伴う工事請負費を含む）、報酬、給料、職員手当等、共済

費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費のうち、補助対象期間内に

納品及び支払いが完了しているもの。以下に補助対象経費を例示します。 

需用費、 

備品購入費 

介護ベッド・機械浴・介護備品・医療機器・食器類・福祉車両等の初

度設備の購入費 

・利用者の処遇・サービス提供に必要な設備のみ補助対象とする。 

・通常施設建設費に含まれる附帯設備（空調設備等）は補助対象外と

する。 

・車両購入費も補助対象となるが、重量税額等公課費分は補助対象

外。（自賠責保険額分は補助対象） 

・パソコンや介護報酬ソフト等も可。 

ただし、開設後に係る経費の前払いの性質があるもの（通信料等）

や、長期間にわたる保証契約は対象外。 

・取得額３０万円以上の備品については、省令で定める期間、財産処

分の制限がかかる。 

使用料及び 

賃借料 

・開設準備室の賃借料（開設する施設、事業所の賃借料は対象外） 

・説明会等の会場使用料 

 ○地域住民を対象とした事業への理解を深める説明会 

 ○職員募集のための説明会 

 ○利用希望者や家族に施設や処遇の内容を紹介する説明会 等 

報酬 労務管理、会計処理、開設届出書類等の作成等に係る報酬 

給料・職員手

当等・ 

共済費・賃金 

介護・看護職員等の人件費 

・開設準備に必要と認められる人件費に限る。 

・他施設で研修を行う場合、他施設のための労働とならないよう注意

する。 

・施設の開設準備に真に必要な場合は、事務職員の人件費も対象とな

る。 

・開設前の訓練期間（６月間）に限る。 

・諸手当（通勤手当、資格手当等）も補助対象となる。 

・税や社会保険料等の控除前の総支給額を計上できる。 

・非常勤職員についても対象となる。 

・公設施設の場合、公務員給与となる経費は補助対象外 

旅費 職員の研修旅費 

役務費、委託

料 

職員募集や開設にあたっての周知・広報のため経費 

・利用者向けパンフレット製作 

・施設案内ホームページ製作 

・職員募集広告の求人情報誌への掲載 

・職員募集広告の求人情報サイトへの掲載 

※２ 経費算定の対象期間は、当該施設開設前の６か月間です。 

※３ ①、②ともに経費を重複することはできません。 

 



（２）融資制度について 

施設の整備に当たっては、独立行政法人福祉医療機構の融資があります。 

詳しくは、独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。 

●福祉医療貸付部福祉審査課 03-3438-9298 

 

６．選定方法 

（１）整備法人の決定方法 

整備法人は、書面審査と面接審査の結果を踏まえて決定いたします。 

（２）審査方法 

審査は、書面審査及び面接審査を行います。 

面接審査は、応募者によるプレゼンテーションと審査員によるヒアリングを行い

ます（応募者の出席は３名以内とします）。なお、審査の結果、得点が 6 割に満たな

いときには、整備法人なしとします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、審査の手法を変更する場

合があります。 

① 応募書類による書面審査 

 別添審査基準により適否の確認。否がある場合は面接審査の前に失格とし、 

 この場合は、文書で通知します。 

② 面接審査 

 書面審査後に面接日を文書で通知します。 

※プレゼンテーションは概ね 15分程度、ヒアリングは 10分程度を予定。 

（３）審査項目 

別添審査基準に記載のとおりとします。 

（４）選考結果の通知及び公表 

選考結果は、すべての事業者に文書で通知します。また、選考結果を狭山市ホーム

ページで公表します。 

なお、選定後に提案内容の変更等は原則認めませんので注意してください。 

 

７．選考スケジュール 

今後のスケジュールは次のとおりです。なお、状況によって日程等の変更を行う可

能性もありますので、予めご了承ください。 

①  応募書類受付期間 令和３年４月 26日（月）～令和３年５月 10日（月） 

②  質問受付期間 令和３年４月 26日（月）～令和３年４月 30日（金） 

③  質問回答 令和３年５月７日（金） 

④  第一次審査（書類審査）令和３年５月 11日（火）～令和３年５月 14日（金） 

⑤  第二次審査（面接審査）令和３年５月 17日（月）～21日（金）のいずれか 

⑥  選定結果通知 令和３年５月下旬 

 



 

８．応募手続き 

本公募への申込みを希望する法人は、次により公募申込書類を提出してください。 

公募申込書類を提出した法人を応募法人とします。 

（１）受付期間及び提出場所 

① 期間 令和３年４月 26日（月）から令和３年５月 10日（月） 

※電話予約の上来庁してください。（担当不在を考慮） 

※受付時間は、確認の都合上午前 9時から午後 4時までとします。 

② 場所 狭山市役所長寿健康部長寿安心課 介護事業担当（市役所高層棟１階） 

（２）提出書類 

提出書類は、別表のとおりです。作成に必要な書式等については、狭山市ホームペー

ジからダウンロードしてください。 

本申込みの受付期間終了後は、応募者都合による計画変更は一切認めません。なお、

狭山市の必要に応じ、市から書類追加及び補正等を求めることがあります。 

契約者同士で原本を保管する必要があり、写しでの提出とする書類については、法人

代表者名での原本証明を必ず行ってください。 

 

【例】 

この写しは原本と相違ありません。 

令和３年●●月●●日 

（会社名）●●●●●● 

代表取締役 ●● ●● 代表者印 

 

（３）提出部数 

8部（正本１部、副本 7部）とします。 

（４）作成上の注意 

提出書類は、原則として日本工業規格Ａ４版（図面はＡ３版）で作成し、表紙及び

全体目次を付し、下部中央にページ番号を表記し、項目ごとに項目名を記したインデ

ックスを付してください。各書類はファイル・バインダー等で左綴じにしてください。 

 

９．応募に当たっての留意点 

（１）応募に要した費用はすべて応募法人の負担となります。 

（２）不備・不足等がある場合は受付できません。 

（３）応募書類は理由の如何を問わず返却いたしません。 

（４）本応募における用地（建物）所有者（権利者）、地域住民その他の関係者との間

に発生したトラブルについて、本市は損害賠償請求や求償、その他一切の責任を負い

ません。 

（５）提出された書類に虚偽の記載があった場合、選定後であっても失格とします。 



（６）事業者評価後の協議において以下の①～④に該当し、事業計画が成り立たないこ

とが判明した場合や、重大な不備等があることが判明した場合には、決定を取り消し

ます。 

① 必要な許認可が取得できない場合 

② 資金計画に大幅な変更が生じた場合 

③ 事業計画の変更が生じた場合 

（定員、計画地の変更、その他本要領の要件に適合しない変更等） 

④ その他事業を執行する上で支障等が発生した場合 

（７）応募受付後に辞退する場合は、応募辞退届（様式 6）を提出してください。 

 

10．質問等の受付について 

（１）受付期間 

令和３年４月 26日（月）から４月 30日（金）午後 5時まで 

（２）質問書の作成について 

質問書（様式 5）に要旨を簡潔にまとめ、質問事項１件ごとに１枚作成してくださ

い。 

（３）提出方法 

ファクス又は電子メールにより送信の上、送信後は、11．の担当宛に電話による着

信確認をしてください。なお、電話及び口頭での質問はご遠慮ください。 

 

11．担当・問い合わせ 

狭山市入間川１－２３－５ 

狭山市長寿健康部長寿安心課介護事業担当 

電話 ０４－２９５３－１１１１ 内線１５５３ 

FAX ０４－２９６９－５７３５ 

E-mail choju-ansin@city.sayama.saitama.jp 

  



（別表） 

【提出書類一覧】 

№ 添付書類 様式等 確認 

●事業者関係 

１ 全体目次（この提出書類一覧を印刷して使用してください） －  

２ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）※発行後３カ月以内 写し可  

３ 既存事業概要・パンフレット 任意  

４ 直近２カ年の決算書 任意  

５ 勧告命令指定の取消し等の状況 様式 1  

６ 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  様式 2  

７ 代表者経歴書（開設者研修終了証の写し添付） 様式 3  

●土地・建物関係 

８ 計画地の登記簿謄本（全部事項証明書）※発行後３カ月以内 写し可  

９ 計画地の公図の写し ※発行後３カ月以内・原本 写し可  

10 
計画地の案内図、建物の配置図、平面図、求積図 

（平面図は部屋や通路など、建物の各面積を確認できるもの） 
任意 

 

11 面積按分表（他のサービスを併用する場合） 
任意 

（参考様式有） 

 

12 事業計画書（工程表） 任意  

13 契約（確約）書（計画地の譲渡・購入・賃借（土地・建物）の場合） 任意・写し可  

●事業費関係 

14 事業費概算額算出表（見積書等含む） 任意  

15 資金調達計画書（残高証明書、融資証明、借入金償還計画書等の添付） 任意  

●その他 

16 開設趣意書 任意  

17 事業の基本理念（方針） 任意  

18 具体的な地域との連携 任意  

19 苦情の処理をするために講ずる措置の概要 様式 4  

20 職員の確保に対する考え方 任意  

21 記録の整備に対する考え方 任意  

22 高齢者虐待防止に対する考え方 任意  

23 感染症の感染予防・対策に対する考え方 任意  

24 業務継続に対する考え方 任意  

25 許認可部署との調整概要 任意  

 


