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室蘭市地域密着型サービス指定予定事業者募集要項

１ 公募の趣旨

室蘭市では、第７期室蘭市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 30 年度～令和２

年度）に基づき、介護が必要になった高齢者の方々が出来る限り住み慣れた地域で安心して暮

らしが続けられるよう、「地域密着型サービス」の基盤整備を進めています。

この公募は、令和２年度においてサービス提供を行う地域密着型サービスの事業予定者を、

公募方式により公正かつ円滑に選定し、適正な整備を図ることを目的として行うものです。

２ 公募を行う地域密着型サービスの種類等

３ 応募の資格

（１） 法人格を持つ団体であること。

（２） 整備事業の運営を直接行う事業者であること。

（３） 整備事業の事業所となる土地・建物が確保されている、又はその見込みが確実であること。

（４） 当該事業所の利用者を室蘭市民に限定すること。

（５） 市税・法人税並びに消費税等の滞納がないこと。

（６） 介護保険法第七十八条の二第4項及び第百十五条の十二第2項の規定に該当しないこと。

（７） 「室蘭市指定地域密着型サービス事業に係る基準を定める条例（平成25年条例第6号）」及

び「室蘭市指定地域密着型介護予防サービス事業に係る基準を定める条例（平成25年条例

第7号）」の基準を満たすほか、介護保険関係法令や都市計画法（昭和43年法律第100号）、

建築基準法（昭和25年法律第201号）、消防法（昭和23年法律第186号）その他の関係法令を

遵守すること。

（８） 施設建設、設備準備及び事業運営に必要な資金が十分にあり、長期継続して健全で安定

したサービスの提供ができること。

（９） 申請者の役員等、経営に携わる者が室蘭市暴力団の排除の推進に関する条例第2条に掲

げる暴力団員ではないこと。

サービスの種類 公募の内容 整備年度
整 備

対象地域

認知症高齢者グループホーム（介護予防含む）

（認知症対応型共同生活介護）

１事業所

定員 18 人

（２ユニット）

令和元年度
室蘭市

全 域

小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）

１事業所

定員 29 人

以内
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４ 応募の方法

＜応募申込書の提出＞

本公募に申し込みを希望する法人は、次に定める応募申込書等の必要書類を提出してください。

なお、提出方法は直接持参とし、郵送等での提出は受け付けません。

○ 書類提出にあたっての注意事項

・ 提出書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。

・ 応募にかかる費用は、すべて応募者の負担とします。

書類名 説明等 様式
認知症高齢者
グループホーム

小規模多機能
型居宅介護

応募申込書 所定の様式

様式
1-1

○

様式
1-2

○

誓約書

所定の様式
(様式中「市町村の条例
で定める者」は「法人」と
読み替える)

様式 2 ○

定款又は寄付行為 最新のもの － ○

法人登記簿謄本 3か月以内のもの － ○

納税証明書 滞納がない証明 － ○

決算書 直近1年間の決算書類 任意 ○

関係行政庁による監査及び
指導の状況

過去3年間の行政機関
からの指導及び指摘内
容 （指導があった場合
は改善報告書の写し）

－ ○

事業計画書 所定の様式

様式
3-1

○

様式
3-2

○

運営方針等 所定の様式 様式 4 ○

資金計画書・収支計画書 所定の様式 様式 5 ○

管理者の経歴
所定の様式 様式 6 ○

計画作成担当者の経歴

従事者の勤務形態等一覧表 所定の様式 様式 7 ○

隣接地地権者及び
地域住民説明経過調書

所定の様式 様式 8 ○

図面等 （Ａ４かＡ３）
（併設施設がある場合はそ
の状況が分かるようにしてく
ださい。）

位置図

任意

○

建物配置置図 ○

平面図 ○

居室拡大図 ○

各室等面積一覧 ○

整備スケジュール 任意 ○
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・ 提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。

・ 応募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。

・ 様式が定められているものを含め、図面以外は原則としてA４サイズ（図面関係はA３サイズ

可）で提出してください。

・ 提出書類は手書きを禁止します。編纂方法は通しページ番号を付けて正本１部、副本１部 を

フラットファイル等で綴じて、表紙・背表紙に「地域密着型サービス事業者応募申請書類 (正

本・副本)」及び法人名を記載して提出してください。なお、書類提出にあたっては、ＣＤまたは

ＤＶＤといった電子媒体での提出もお願いします。（ただし、ＵＳＢメモリは不可。）

・ 本公募と明らかに関連のない法人等の宣伝活動等に係る書類等は添付しないでください。

５ 地域住民等への説明について

（１） 今回公募する事業所については、事業運営のために地域住民等との連携が必要であるた

め、建物を建設することについて建設予定地の隣接者、地域住民（町会等を含む）に対して以

下のとおり事前に説明を行ってください。

（２） 建設予定地の地域住民に対しては、建物と事業内容等について説明を行い、その説明経

過及びその結果（同意内容）を記載した調書を添付して申し込んでください。

（３） 地域住民等への説明にあたっては、あくまでも公募に応募するための事前説明であり、現

時点では施設整備が確定したものではなく、整備法人として選定されなければ事業化されな

い旨について十分説明し、誤解の生じないようにしてください。

６ 応募受付期間及び提出先

（１） 受付期間

令和元年６月２０日（木） から 令和元年７月３１日（水） まで (土、日、祝日は除く)

（２） 受付時間

午前９時００分から 午後５時００分

（３） 提出場所

室蘭市保健福祉部高齢福祉課介護保険係 (市役所 １階) ℡ ０１４３－２５－３０２７

７ 質問の受付及び回答

（１） 質問の受付方法

別紙「質問書」に質問内容を簡潔にまとめ、電子メール又はFAXで提出してください。

（電話や口頭での質問は受け付けません。）

・ 電子メール kaigo@city.muroran.lg.jp

・ ＦＡＸ番号 ０１４３－２５－３３３０

（２） 回答方法

質問に対する回答は、電子メール等により応募者全員に情報提供するとともに、市の高齢

福祉課ホームページに掲載します。

なお、質問の内容によっては回答できない場合（公募状況や審査状況等）があります。
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（３） 質問の受付期間

令和元年６月２０日（木）から令和元年７月２４日（水）まで

８ 地域密着型サービス指定予定事業者の決定方法等

（１） 指定予定事業者の決定方法

① 書類審査により、事業計画・運営方針・独自の取組みなどを総合的に評価し、決定します。

また、書類審査に加え、室蘭市地域密着型サービス指定予定事業者選定委員会での審査・

検討の段階において、プレゼンテーション・ヒアリングを行っていただき、評価基準に基づい

た審査を行います。なお、プレゼンテーション・ヒアリングの実施日時や会場等の詳細、説明

時間等については別途通知します。

② 指定予定事業者の応募がない場合及び指定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。また、審査の結果、指定予定事業者なしとする場合があります。

（２） 審査結果の通知

審査終了後、文書で通知します。なお、審査結果に対する異議は一切受け付けません。

（３） 指定予定事業者の公表、選定後の手続き

① 決定した指定予定事業者は市のホームページで公表します。

② 指定予定事業者は、施設の建設等が終了し事業開始の準備が整った時点で、指定申請

書を提出していただきます。

（４） 指定予定事業者の決定及び指定の取消等について

① 指定予定事業者として決定した場合であっても、工事の着工が事業計画より大幅に

遅延した場合は、決定を取り消すことがあります。

② 指定予定事業者として決定した後において、軽微な変更等を行う場合は、事前に市

長の承認を得る必要があります。ただし、事業計画及び建築計画等は、事業者選定に

おける重要な要件ですので、選定・評価に大きく影響を及ぼすような内容の変更とな

る場合は、決定を取り消すことがあります。

③ 指定後にあっても、指定を行うにあたり付された条件に違反したと認められるときは、指定

の取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合があります。

９ 補助金について

（１） 北海道の地域医療介護総合確保基金を活用し、事業所の整備・開設に係る費用につい

て補助を行います。

① 補助内容や金額については現時点での案であり、今後変更されることもあります。

② 交付については、国及び北海道の予算の範囲内となるため、不交付になる可能性があり

ますので、あらかじめご了承ください。

③ 補助事業を行うために締結する契約は補助事業を行うために締結する契約は一般競争

入札に付するなど、本市が行う契約手続きの取り扱いに準拠してください。

④ 事前着手の届け出を行わずに工事に着手した場合、補助金が交付されない場合があり

ます。
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⑤ この補助金の交付を受けて開始する事業を、本市及び北海道が別に定める期間を経過

する前に事業の廃止等を行った場合、交付金の全部又は一部を返還を求める場合があり

ます。

（２）地域密着型サービス施設等の整備への助成

（３）介護施設等の施設開設準備経費の支援

※小規模多機能型居宅介護事業所については宿泊定員数（最大5名）が対象

１０ その他

（１） 本市では、「まちづくり」の観点から市有地の活用を推進しています。応募するに当たり、市有地

の活用を検討される場合は「質問書」にその旨を記載していただければ情報を提供します。

（２） また、本市は「高齢者の住み替え」にも取り組んでいます。このため、今回の公募では、認知症

高齢者グループホームにサービス付き高齢者住宅を併設して整備することも認めることとします。

（３） さらに、障害者の社会生活を支援する観点から、施設において本市の授産製品等（例えば食

材であれば「椎茸」、「パン」、おやつに「クッキー」や「ケーキ」、その他「年賀状」などの印刷）を積

極的に購入等していただく考えがあれば、運営方針等の「市の推進事項」の中で記述していくださ

い。

１１ スケジュール (予定)

区分 補助単価 補助単位

認知症高齢者グループホーム
３２，０００千円

（上限額）
施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

区分 補助単価 補助単位

認知症高齢者グループホーム

８００千円 定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

令和元年 ６月２０日 地域密着型サービス指定予定事業者の応募受付開始

令和元年 ６月２０日 質問の受付開始

令和元年 ７月２４日 質問の受付終了

令和元年 ７月３１日 地域密着型サービス指定予定事業者の応募締め切り

令和元年 ８月上旬～８月中旬 指定予定事業者の選定

令和元年 ８月中旬～８月下旬 事業者へ決定通知送付及び決定事業者の公表
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＜ 室蘭市の日常生活圏域 ＞

日常生活圏域 町名

祝津・白鳥台・本輪西地区
絵鞆町、祝津町、港南町、増市町、小橋内町、築地町、本輪西町、幌萌町、神代町、

香川町、陣屋町、白鳥台、崎守町、石川町

中央・母恋・輪西地区

緑町、西小路町、沢町、幕西町、海岸町、中央町、常盤町、清水町、幸町、本町、

栄町、舟見町、山手町、入江町、茶津町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、

御崎町、大沢町、輪西町、みゆき町

東・高砂地区 東町、寿町、日の出町、高砂町、水元町、天神町

中島・港北地区 中島町、中島本町、高平町、八丁平、知利別町、宮の森町、港北町、柏木町
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○ 室蘭市の平面図
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