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久慈市地域密着型サービス事業者募集要領 
【令和４年度整備予定分】 

１ 目的 

本市の介護保険事業基盤の整備を図るため、地域密着型サービス事業所を設置・運営する事

業者を募集します。 

 

２ 募集内容 

募集する地域密着型サービス施設は次のとおりです。 

(1) 施設種別 看護小規模多機能型居宅介護 

(2) 募集数  １施設 

(3) 定員   登録定員29人まで（宿泊定員９人まで） 

(4) 整備区域 市内全域 

(5) 整備区分 新設（空家の活用を含む） 

(6) 整備時期及び開設時期 

ア 整備時期 令和４年度 

イ 開設時期 令和５年４月 

 

３ 応募要件 

(1) 市内に事業活動の本拠を有する法人又は介護サービス事業を計画している市内に住所を有

する市民で、その事業のために法人を新設予定の者であること。 

(2) 介護保険法（平成９年法律第123号）に定める指定の取消し等の処分を受けたことがないこ

と。 

(3) 久慈市に納めるべき市税に滞納がないこと。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）による手続

きをしていないこと。 

(5) 役員（就任予定者含む）等が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第77号）」第２条第６号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から

５年を経過しない者に該当しないこと。 

(6) 久慈広域連合指定密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成25年久慈広域連合条例第２号）（以下「基準条例」という。）に定める基準等を満た

し、開設時期までに開設可能な計画であること。 

(7) 応募者自ら施設を設置し、また久慈広域連合の指定を受け事業所を開設するものであるこ

と。 

(8) 事業を実施する土地が確保されていること、または着工までにその見込みがあること。

（土地利用に関する法的規制、近隣住民の反対等の制約がないこと。） 

(9) 開設にあたり、必要な資金（用地取得、造成、建築、備品購入、事業開始後３か月間の運

営費等）が確保されていること、またはその見込みがあること。 
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４ 応募方法 

別紙１「提出書類一覧」に掲げる書類を次のとおり提出してください。 

(1) 受付期間 令和４年１月17日(月)から令和４年１月31日(月)まで 

※土、日及び祝日等を除く各日午前９時30分から午後４時まで 

(2) 提出方法 提出書類を持参により提出してください（郵送不可）。 

 提出先：久慈市旭町８-100-１ 元気の泉内 

久慈市生活福祉部地域包括支援センター介護支援係 

電話：0194-61-1112 

※事前に電話等で日時を予約してください。提出時に書類確認を行います。 

(3) 提出部数 応募時に正本１部とし、内容の確認後に担当から連絡しますので、追加で副本

２部（正本のコピー）を提出してください。 

 (4) その他 

①提出書類の指定様式は久慈市ホームページにてご確認いただけますが、必ず当市が用意す

るデータ（Excel版）を使用して下さい（担当係へ連絡のうえＥメールにて様式データを取

得して下さい）。 

②提出書類はすべてＡ４判に統一してください。Ａ３判の図面等はＡ４判折りにし、Ａ５判

等の用紙はＡ４判用紙に貼付してください。 

③提出書類に不備・不足がある場合、受付けをいたしません。また、受付期間終了後の資料

の追加提出、差替え等はできません。ただし、市が必要と認める場合は、追加書類を求め

ることがあります。 

 

５ 応募にあたっての留意事項 

(1) 設備及び人員配置計画が基準条例に定める基準を満たすことについて、平面図及び様式９

「人員配置計画書」によりあらかじめ久慈広域連合から確認を得ること。（久慈広域連合に

は事前に電話連絡のうえ確認書類を持参すること。確認依頼にあたっては、日数を要する場

合や見直しが必要となる場合を想定し、応募受付期限に余裕を持って確認依頼すること。） 

※平面図には次の確認欄を設け確認を受けること。 

基準確認欄 

確認日 確認者 

令和  年  月  日 
久慈広域連合介護保険課         

（担当者氏名）         ○印  
 

(2) 土地又は建物に係る建築基準、消防設備等については、あらかじめ法令ほか要件を確認

し、各関係部署との協議を事前に済ませ、その結果等を様式５「土地・建物に係る関係部署

との協議状況調書」に記載すること。また、予定地に対し抵当権及び根抵当権が設定されて

いないこと。 
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(3) 応募事業に係る契約の締結、同意書等の取得等にあたっては、応募段階であることを利害

関係者に十分に説明すること。 

(4) 市は、応募者と土地所有者、地域住民その他関係者との問題について、損害賠償等一切の

責任を負いません。応募にあたっては、関係者への詳細な説明と正確な意向を確認してくだ

さい。 

(5) 応募に要する費用はすべて応募者の負担とし、結果にかかわらず書類は返却いたしませ

ん。申請取り下げの場合も同様とします。 

(6) 申請後、諸事情により辞退する場合は辞退届（任意様式）により申し出て下さい。辞退届

が提出可能な期限は審査会開催の前日までとします。 

(7) 事業所の開設時期について、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、時期を変更

することがあります。 

 

６ 募集要領等に関する質問 

  募集要領等に関する質問及び回答は、次により行います。 

(1) 質問の方法 

質問の内容を簡潔にまとめて、別紙２「質問送付票」に記入の上、Ｅメール又はＦＡＸに

より提出してください。なお、公募に関する応募状況、審査状況等については回答できませ

ん。また、電話または口頭による質問は受付けません。 

(2) 質問の受付期間、宛先等 

ア 期間 令和３年11月17日（水）から令和３年12月15日（水）まで 

イ 宛先 久慈市生活福祉部地域包括支援センター介護支援係 

     Ｅメールアドレス kaigo@city.kuji.iwate.jp 

          ＦＡＸ      0194-61-3178 

ウ その他 質問送付票を受付した際は、その旨連絡します。土曜日、日曜日及び祝日を除

き３日以内に連絡がない場合は、電話等により確認してください。 

(3) 回答の方法  

 ＥメールまたはＦＡＸにより令和３年12月27日（月）をめどに回答します。なお、その質

問・回答内容は、他の質問者及び申請者にも情報提供します。 

 

７ 事業者の選定方法等 

(1) 選定方法 

社会福祉法人設立認可等審査委員会において書類審査及び面接審査（応募者からの事業提

案説明及び応募者への聴き取り審査）により選考し、市長が決定します。面接審査の実施の

日程等については、応募者に事前に連絡します。 

(2) 評価項目 

整備事業者の選定に係る評価は、次の項目について行います。 

ア 建設事業に必要な財源が見込まれること。 
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イ 施設の安定した経営及び運営が見込まれること。 

ウ 土地利用計画及び建設計画に実行性があること。 

エ 母体となる法人及び既に運営している施設の運営実績が良好であること。 

オ 事業運営方針及び入所者（利用者）の処遇方針が適切であること。 

カ 安全・防災対策が適切であること（選定した土地に関する自然災害に係る危険性に

対する理解があること）。  

 

８ 選定の結果 

(1) 合否に関わらず、すべての応募者に対し結果を文書により通知します。 

(2) 通知前の選定結果についてのお問い合わせには一切お答えいたしません。 

(3) 決定された整備事業者がその権利を他の応募者若しくは事業者に譲渡することはできませ

ん。 

(4) 決定された整備事業者は、市の選定通知後２週間以内に、事業の履行についての確約書

（書式任意）を提出してください。正当な理由もなく提出されない場合、辞退したものとみ

なし、次位の応募者を選定することとします。 

(5) 審査結果によっては、事業者を選定しない場合があります。 

 

９ 施設整備等に対する補助制度 

岩手県の介護施設等整備事業費補助金を活用し下記の補助を計画していますが、県の採択及

び市の予算措置が前提となることから、今回の選定により補助金の交付対象とすることを保証

するものではありません。また、補助金の支給が無いことを事業者決定辞退の理由とすること

はできませんので、資金計画の策定にあたっては、補助金の不交付にも対応できるよう計画し

てください。 

(1) 活用できる補助金の概要 

ア 施設等整備費 

①新設の場合    上限 33,600千円 

②空家の活用の場合 上限  8,910千円 

イ 開設準備経費    上限     839千円×定員数 

(2) 留意事項等 

ア 補助金交付決定または事前着手承認が得られない段階で入札・契約等を行った場合は補

助対象外となります。 

イ 外構工事は補助対象外となります。 

ウ 補助金の請求は、事業経費支払い後に可能となります。これを踏まえて資金を調達して

ください。 

エ 公費による補助であることから、入札・契約の手続等は市の手続きに準じて行うことと

なり、整備後の財産処分にも制約があります。 

オ 事業資金借り入れのために整備施設または建設用地の担保提供については、補助金事前
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協議と同時に申請し承認を得る必要があります。承認にあたっては、市及び県において財

政面の適格性を審査し決定します。県における審査項目は現在次のとおりとなっており、

市も同様の基準により審査します。 

・開設後３か月分の運営費が確保されていること。 

・運営費は、法人の自己資金で確保すること。 

・原則として過去３期連続して営業活動に基づく黒字が出ていること。 

・債務超過でないこと。（社会福祉法人にあっては、現状及び整備計画による負債総額が資

産総額の２分の１を超えないこと） 

カ 手続きの詳細は、「介護施設等整備事業費補助金交付要綱」（岩手県要綱）及び県の指

示により決定します。また、県要綱の変更等に伴い補助内容が変更になる場合もありま

す。 

 

10 整備スケジュール（予定） 

令和３年 

11月17日(水)～12月15日(水) 
質問受付 

令和４年 

１月17日(月)～１月31日(月) 

応募申請書受付 

２月下旬から３月上旬 審査会・事業所決定 

４月以降 補助協議等 

※交付決定後事業着手 

令和５年１月末まで 久慈広域連合へ事業所指定申請 

２月末まで 工事完了 

３月 現地調査・事業所指定完了 

   ４月 事業所開設 

 

11 禁止・欠格事項 

(1) 次の事項に該当する場合は審査会に付すことなく失格とします。 

ア 市民の疑惑又は不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

イ 応募書類に関し、内容に重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

(2) 整備事業者に選定後、次に該当する場合は選定結果の効力を失うものとします。この場

合、要した費用の弁済を本市に求めることはできません。 

ア 応募書類に関し、内容に重大な不備又は虚偽があったと認められる場合 

イ 資金の確保、計画予定地などの重要な事項に問題が生じ、市の指定する期日までに開設

することが困難となった場合（市長がやむを得ない事情と認める場合を除く） 

ウ 市民の疑惑又は不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 



（別紙１） 

 提 出 書 類 一 覧 

 

№ 書類の種類 様 式 備 考 ﾁｪｯｸ 

１ 応募申請書 様式１ 
 

□ 

２ 事業計画書 様式２ 

添付書類： 

◦建設費の総額が確認できる基本設計書または見積

書 

◦設計業者の選定理由（任意様式） 

※設計業者に依頼する際は、建設工事の入札に直接

関与する業者や、申請者や法人役員等と密接な関係

がある業者に依頼することがないようにすること。 

□ 

３ 資金計画書 様式３ 

事業所開設までに必要となる資金額の見込みとそ

の確保手段について記入すること。※借入金につい

て書面により確約を得ている場合はその写し及び

償還計算表（写し可）を添付すること。 

□ 

４ 収支見込書 様式４ 
事業所開設後３ヵ年間の当該事業に係る収支見込

額を記入すること。 
□ 

５ 
土地・建物に係る関係部署との協議

状況調書 
様式５ 

土地に解消すべき事項がある場合は、解消の方法、

解消できる時期を明確にすること。 

※久慈市ハザードマップにより危険区域に該当す

る場合及び２階建て以上の場合は、安全確保に係る

計画案を添付すること。 

□ 

６ 

開設予定地の登記事項証明書及び賃

貸借契約書その他使用権限を確認で

きる書類 

 

※借地予定の場合、地権者の承諾書などを添付。契

約書の写しを添付する場合は、相手方が実印を使用

していることを確認することから印鑑証明書を添

付すること（写し可）。 

□ 

７ 位置図及び写真  

住宅地図等、事業予定地の位置・形状が分かるもの

とし、予定地をマーカー等で色づけすること。また、

事業予定地全体の写真及び周辺建物等の状況がわ

かる遠目の写真を添付すること。 

□ 

８ 施設の配置図、平面図、立面図  

平面図には基準条例に基づく室名を記載し、寸法及

び各部屋（設備）の面積を記入すること。また、基

準条例により面積要件が定められている部分につ

いては、内法面積を併記すること。（内法面積を積

算した箇所がわかるよう、区切り線などを入れるこ

と。階段・出入口付近など実質的に食事や機能訓練

に使用するのがふさわしくないスペースが含まれ

ていないこと。） 

※平面図について久慈広域連合の確認を得ること。 

□ 



№ 書類の種類 様 式 備 考 ﾁｪｯｸ 

９ 整備事業工程表 様式６ 
※様式に準じれば任意様式での提出も可とする。 

□ 

10 代表者(代表者就任予定者)の経歴書 様式７ 

基準条例に定める代表者について記載してくださ

い。職務に関する資格者証及び研修等受講修了証等

の写しを添付すること。 

□ 

11 管理者(管理者就任予定者)の経歴書 様式８ 

基準条例に定める管理者について記載してくださ

い。職務に関する資格者証及び研修等受講修了証等

の写しを添付すること。 

□ 

12 人員配置計画書 様式９ 

研修等これから取得する資格がある場合は人員確

保の方法欄に明記すること。 

※久慈広域連合の確認を得ること 

□ 

13 
法人の登記事項証明書(全部事項証

明書及び履歴事項証明書) 
 

３か月以内に発行されたもの 

※法人新設予定の場合は法人設立の計画書及び法

人設立確約書（代表予定者の実印押印）。 

□ 

14 申請者の定款、寄付行為等  ※法人を新設予定の場合は定款の素案 □ 

15 法人事業実績書 様式10 ※法人を新設予定の場合は不要 □ 

16 役員等名簿 様式11 
※法人を新設予定の場合は就任予定者を記載する

こと。 
□ 

17 決算書類等  

直近３年分の決算状況がわかる書類（貸借対照表、

損益計算書等） 

法人の過去３か年の決算の動向（営業損失が発生し

た場合はその理由）、今後の見通しを記載したもの

を添付すること（任意様式）。 

□ 

18 預金残高証明書  直近月末のもの  

19 市税を滞納していないことの証明  

納税証明交付申請書（様式第29号完納証明）にて

取得してください。（申請期間内に発行したもの。

コピー可） 

□ 

※様式を示していない書類については、任意で作成し提出してください。 

※番号順に並べて提出してください。（番号を付番する必要はありません。） 

※各計画書については、総事業費等が一致しているか確認のうえ提出してください。 



（別紙２） 

質問送付票 

※ひとつの質問につき、１枚作成してください。 

送信日     年   月   日（   ） 

送信先 

久慈市生活福祉部包括支援センターあて 

ＦＡＸ：６１－３１７８ 

E-Mail：kaigo@city.kuji.iwate.jp 

送信元 

法人名 

所 在 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

担当者 

質問内容 

募集要領で対応する項目はどこですか？ 

 

 

 

 

 

本票でのみ問い合わせを受けています。ＦＡＸまたはメールにて提出してください。 


