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認知症対応型共同生活介護事業所整備事業者募集要項 

  

 

船橋市では、第７期介護保険事業計画に基づき、認知症対応型共同生活介護事業所

を設置運営する事業者を下記のとおり募集します。 

 

１．募集事業                                 

 

事業の種類 認知症対応型共同生活介護事業所 

募集数 
新設 

（３６床） 
９床×２ユニット（２事業所） 

募集地域 市内全域（ただし、市街化区域のみ） 

 

※適正配置の観点から、同種の他事業所と極端に隣接(半径５０ｍ以内)していな

いことが求められます。船橋市の既存事業所の事業所配置は別紙１～１－６を

確認の上、計画には十分ご注意ください。 

  ※併設事業は任意としますが、別途協議が必要となります。なお、特別養護老人 

ホーム、介護老人保健施設、混合型特定施設は対象外とします。 

 

 

２．提出書類                                 

・提出書類一覧（別紙２）、書類の調製方法（別紙３）を参照してください。 

※提出書類はすべて片面印刷としてください。 

※併設事業については、事業計画提案書の提出は不要ですが図面等で併設事業 

所の状況が分かるようにしてください。選定された後、事業計画の提出をして

いただき、別途事前協議を行います。 

 

３．提出期間                                 

・令和２年８月１７日（月）～令和２年８月１９日（水）９時～１７時 

※申込期間以降の差替え、再提出等は出来ません。 

 

４．提出場所                                 
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・船橋市役所２階高齢者福祉課まで事前連絡の上、来庁日時を予約後、直接持参。

郵送提出不可となります。※開設を希望する法人が来庁し提出すること。 

 

５．募集要件                                

・想定される年間事業費の１２分の２以上に相当する運転資金を自己資金として有

していること。 

・全額自己負担による整備。（補助金等はありません。） 

・計画地は、市街化区域であること。また、地域との交流を図ることが期待できる

地域(別紙４)で、既存グループホームの同一敷地内及び隣接敷地内(道路を挟む場

合含)でないこと。 

・都市計画法・建築基準法・消防法・農地法等の関連する法令等の基準を満たして

いること。また、事業予定地で計画する建物が建築可能かどうか事前に開発関係

各課に確認すること。（計画書７ 関係法令に係る各担当課との相談状況につい

て） 

・令和４年２月１日までに開設すること。 

・本事業計画以外の目的による抵当権付きの土地、建物については、事業開始まで

に抵当権を抹消しておくこと。 

・家賃や光熱水費等の料金について、利用者の負担に十分配慮した利用しやすい料

金設定の提案とすること。(別紙５参照) 

・地域住民との交流及び保健、福祉、医療機関等との連携を積極的に図ること。 

・整備する土地が確保されている、またはその見込みがあること。 

・法人格を有している、または法人格を有する予定である運営事業者であること。 

・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、長期的

に安定した運営が確実であること。（過去３年間に債務超過や赤字決算など資金

面において問題がある場合には、理由書及び改善報告書を提出すること。） 

・地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する法人でないこと。 

・会社更生法、民事再生法等により更正又は再生手続きを行っている法人でないこ

と。 

・当該法人及び代表者について、直近１年間の所得税又は、法人税、消費税及び地

方消費税、県税、市町村税等の滞納がないこと。なお、法人未設立の場合は、代

表予定者について滞納がないこと。 

・介護保険法第７８条の２第４項各号及び同法第１１５条の１２第２項各号に該当

しないこと。 

・過去３年間、介護保険法(第７７条第 1 項、第７８条の１０、第８４条第１項、

第９２条第１項、第１０４条第１項、第１１５条の９第１項、第１１５条の１９、

第１１５条の３５第６項)に基づく行政処分を受けたことがないこと。 
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・船橋市暴力団排除条例第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、役員等が、同条例第２条第２号に規定する暴力

団員又は同条例第２条第３号に規定する暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者)又は同条例第７条第１項に規定する暴力団

密接関係者に該当しないこと。 

 

＜以下の要件を満たしている計画が望ましい。＞ 

・建物が２階建て以上の場合はエレベーターが設置されていること。 

・トイレは１ユニットにつき３か所以上を分散して設置し、その内少なくとも１か

所は車椅子対応可能なものであること。 

・事務所、洗面所、洗濯機置き場、脱衣所、汚物処理室、物干し場、収納等必要な

設備が設置されていること。 

・従業員及び入居者家族が利用する駐車場が十分に確保されていること（敷地外ま

たは契約駐車場でも可）。 

・協力医療機関及び協力歯科については、市内にあり事業所から近距離にあること。 

・指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定も受けること。 

・生活保護法に定める指定介護機関として指定を受けること。 

・ＡＥＤを設置すること。 

 

６．選定                                  

(１)協議優先者の選定方法 

・事業者の選定を公平かつ適正に実施するために、有識者等により構成される船

橋市地域密着型サービス指定事業所等選定委員会において審査を行います。 

・審査は提出された申請書や図面等の書面を評価基準(別紙６)に基づき行います。 

・分かりにくい、正確に記載されていない等の場合その事項は評価されない場合

がありますので注意してください。 

・全評価項目の配点(別紙６「小計」の点数)の６割をボーダーラインとし、選定

委員会における採点(全評価項目の総合点)の平均点がボーダーラインに満たな

い場合は協議優先者に選定されません。ボーダーラインを満たした事業者につ

いて順位付けの判定を行います。 

 

 

 

(２)順位付け方法 

・書面審査をもとに、次表の例の通り、委員毎に審査の採点結果に順位を付し、

各委員が事業者ごとに付した順位の数字を合計した数値（以下「順位点」とい

う。）の小さい数字の者から上位とします。 
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・順位点の最も小さい数字のＣ事業者が最適候補者、Ａ事業者が次点者、Ｂ事業

者が第３順位者となります。 

・順位点が同点の場合は、１位の獲得数が多い事業者を上位とします。 

・なお、１位の獲得数が同点の場合は、順に２位、３位の獲得数が多い事業者か

ら上位とします。また、万が一、これらの獲得数も同点の場合には、委員の付

した点数の合計点が多い事業者から上位とします。 

(例) 

・上位の事業者から、募集数の範囲内で協議優先者に選定します。 

・今回の公募により協議優先者となった事業者は、関係法令等を基に、今回の申請

内容に基づいた詳細な事業計画を作成し、本市及び関係機関との協議を行います。 

・必要な許認可が取得できない等の理由により協議が成立しない等の場合には協議

不調とし、次順位の事業者と協議を行うものとします。 

 

７．審査結果の通知及び公表                          

・審査結果については、応募者全員に選定後２ヶ月以内に書面にて通知します。 

・また、協議優先者に選定された事業者については、事業者名、予定地等を市ホー

ムページで公表します。 

・審査の結果、協議優先者なしという場合もあります。 

 

８．スケジュール                               

 

内容 時期 

質疑受付 
令和２年７月６日 

午後５時まで 

事業者 

委員 

Ａ事業者 Ｂ事業者 Ｃ事業者 

評価点 順位 評価点 順位 評価点 順位 

Ⅰ委員 １８０点 ２位 １８２点 １位 １７６点 ３位 

Ⅱ委員 １７５点 ２位 １６５点 ３位 １８０点 １位 

: １９０点 １位 １７４点 ３位 １７６点 ２位 

Ⅵ委員 １７８点 ３位 １８２点 ２位 １９２点 １位 

順位点計  ８点  ９点  ７点 

審査順位  ２位  ３位  １位 
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質疑回答 
令和２年 

７月１３日 以降 

書類提出期間 
令和２年 

８月１７日～８月１９日 

船橋市地域密着型サービス指定事業所等選定

委員会による選定 
令和２年１０月以降 

選定結果通知・公表 選定後２ヶ月以内 

指定申請書類提出締切 開設２ヶ月前～２か月半前 

現地調査、運営委員会開催 開設１ヵ月前 

指定(６月・１０月・２月の１日、原則年３回) 

令和３年６月１日 

令和３年１０月１日 

令和４年２月１日 

 

９．関係法令等                               

・介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号） 

・船橋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等を定

める条例（平成２４年１２月２８日船橋市条例第５６号） 

・船橋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例(平成２４年１２月２８日船橋市条例第５７号)  

・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につ

いて（平成１８年３月３１日 老計発第００３３１００４号 他） 

・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等の関連する法令等の基準を満たして

いること。 

・その他、関係法令、船橋市の条例、規則、指導等を遵守すること。 

 

１０．指定                                  

・選定事業者は、事業開始に先立ち介護保険法に基づく指定を受ける必要がありま

す。 

・指定日は、６月１日、１０月１日、２月１日の原則年３回を予定しています。指

定月の１～２月前に指定に関する意見を聞くための船橋市地域密着型サービス

運営委員会を開催しているため、それに合わせたスケジュール(工期・指定申請

手続き等)を調整してください。（開催日は事前に指導監査課までご確認くださ

い。） 

・船橋市地域密着型サービス運営委員会開催前に、指導監査課による現地調査を行

います。その際、「施設が完全に完成していない（外構含む）＝利用できる状態

ではない」、「基準に記載されている設備の設置が済んでいない」、「建築・消
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防の検査が済んでおらず、各種検査済証がない」場合は、指定できない場合があ

ります。市が指定した期日までに間に合わなかった場合は、次回の船橋市地域密

着型サービス運営委員会まで持ち越しとなりますのでご注意ください。 

 

１１．注意事項                                 

・応募に伴い、応募者はこの手引きに記載する一切の事項を承諾したものとみな 

します。 

・提出書類は返却いたしません。 

・提出に際し必要な費用、選定結果に伴い発生する費用は応募者の負担となります。 

・必要に応じ、書面内容等の確認のためヒアリングや書類の追加提出等を求める場

合があります。 

・市で受理した書類は公文書となります。このため、船橋市情報公開条例の規定に

基づき、開示される場合があります。 

・書類提出者は事業実施者とし、かつ提出期限までに全てを提出してください。 

・提案内容が、明らかに介護保険法や市条例等を満たさない場合、募集の要件等を

満たさない場合、応募を無効とします。 

・船橋市地域密着型サービス指定事業所等選定委員会の委員に対し、直接、間接を

問わず連絡を求め、又は接触したことが明らかになった場合、応募は無効としま

す。 

・虚偽又は不正等による申請が明らかになった場合、提案内容・事業運営に関して

法令違反が明らかになった場合、応募は無効とします。 

・今回の応募に当たって提出した提案内容を選定後に変更することは原則として 

認めませんので、計画内容を十分精査の上応募してください。ただし介護保険法

等に規定する事業所指定を受ける際の指導による変更についてはこの限りでは

ありません。 

・１事業者が応募できる計画は１計画に限ります。 

・書類の写しを添付する場合は原本証明が必要となります。 

・書類提出後、辞退する場合は辞退する旨を書面（様式任意）にて提出してくださ

い。 

・土地等の確保、取得等については、事業者自らの責任で行っていただきます。 

・予定地については、市職員が調査のために立ち入る可能性があることをご了承願

います。 

・賃貸借で事業所設置を予定している計画については、本市から所有者への確認を

行う場合があることをご了承願います。 

・新たに事業用地を確保する場合、事業計画の選定前に土地の購入をする必要はあ

りません。審査時は土地の売買確約書等により状況を確認します。 
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・併設事業がある場合、各関係機関と事前相談を十分行った上で応募してください。

（例：居宅サービスは指導監査課、地域密着型サービスは高齢者福祉課及び指導

監査課） 

・本公募による選定は、開発許可等、事業に必要な許認可の取得を保証するもので

はありません。 

・必要な許認可が取得できない等の理由により協議が成立しない等の場合には協議

不調とし、次順位の事業者と協議を行うことがあります。 

・本市が必要に応じ提出を求めた書類等の提出を正当な理由なく拒んだ場合、建築

に係る関係法令等に抵触するなど明らかに整備が不可能であると市が判断した

場合には、協議を打ち切るものとします。 

・選定に係る問い合わせは一切ご遠慮願います。 

・問い合わせ及び公募書類の請求は、運営を希望する法人以外からは受け付けない

ものとします。 

・設計業者を代理人にすることは認めないものとします。 

・本公募による選定は、介護保険法に基づく指定が確定するものでもありません。 

・地域密着型サービス事業者として指定を受け、事業を行うためには、関連法令等

を遵守する必要があります。十分熟読し、基準を理解した上で応募してください。 

・原則として、近隣住民の同意が得られ、施設の建設や運営が円滑に行われる必要

がありますので、町内会や自治会を始め地域住民の方々、施設整備予定地の近隣

の方々に対して十分な説明を行ってください。なお、協議優先者に選定された後

であっても、市が求める期間内に地域住民等の同意が得られない場合には、選定

を取り消すことがあります。 

 

１２．質問について                                  

・質問の受付は、開設を希望する事業者からの電子メールのみとします。 

・令和２年７月６日（月）午後５時までに受信したすべての質問について、その質

問と質問に対する回答を令和２年７月１３日（月）以降に船橋市役所ホームペー

ジ上で公開します。また、回答は、本募集要項の追加又は訂正とみなします。 

・公正を期すため窓口、電話等での個別の質問には一切お答えしません。また期限

後の質問は受付けません。 

１３．提出書類                                

・公募の手引きをご覧いただき、提出書類を希望される方は、事業者名、所在地、 

事業所予定地、代表者役職氏名、担当者名、連絡先電話番号、件名に「グルー 

プホーム公募提出書類希望」と記載の上、電子メールで下記アドレスまでご連絡 

ください。 

※E-mail koreishafukushi@city.funabashi.lg.jp 

 

mailto:koreishafukushi@city.funabashi.lg.jp
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(参考)例年の主な質疑内容 

質問事項 回答 

① 指定月は年に何回あるのか。 

本市の地域密着型サービスの指定においては、原則

として６月・１０月・２月の年３回の指定月を設定

しております。指定月の１～２か月前に指定に関す

る意見を聞くための船橋市地域密着型サービス運

営委員会を開催しているため、それに合わせたスケ

ジュールとなっております。 

② 選定委員の概要について教えていただきた

い。 

学識経験者、建築士、税理士、認知症の方の家族の

代表、自治会代表、市民委員で組織しております。 

③ 選定委員会にて決定後に辞退することは可

能か。また、他の事業者が辞退した場合は

繰り上げにより選定されるのか。 

決定前、決定後によらず辞退は可能ですが、辞退す

ることがないよう調査、検討して応募してくださ

い。やむを得ず辞退する場合には辞退届を提出して

ください。 

また、他の事業所が辞退した場合には、繰上げによ

る選定を行う場合があります。 

④ 事業者は公募書類提出時点で法人である必

要があるのか。 

公募書類提出時点では、法人設立予定であっても構

いません。 

⑤ 応募書類は提出後に変更・差し替えができ

ないということだが、建築関係部局との話

し合い等で内容に変更が必要となった場合

はどのようにすれば良いか。 

今回の公募選定に係る書類については公正を期す

るために提出後の変更はできないとしております。

しかし、公募選定された後に、実際に建設の協議を

担当部局と進める上で変更が生じることは十分あ

り得るものであり、今回の公募の要件はそれを妨げ

るものではありません。 

ただし、選定後に事業計画を変更することにより、

選定基準の評価が変わってしまう場合は、変更を受

理することができない場合がございますのでご注

意ください。 

 

⑥ 公募書類の提出者は、事業の運営者となる

のか。 
実際に事業の運営を行う者が提出者となります。 

⑦ 書類提出時に管理者が決定していることと

なっているが、開設までの間になんらかの

理由で人が替わる可能性があると思うが、

確定の内容でなければならないのか。 

書類提出時においては、必要な要件を満たした管理

者を配置できたかという点を確認させていただき

ます。書類提出時点での管理者が、開設までの間に

病気等何らかの理由で変更することは十分考えら

れることですので、開設時に別の管理者に変更にな

っていたとしても差し支えありません。 
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⑧ 管理者・計画作成担当者が決定していない

場合は、予定している職務内容資格・研修

等の受講の状況等のみの記載でよろしい

か。 

管理者・計画作成担当者においては、予定する職員

名を記載してください。 

資格取得・研修受講予定であれば、取得および受講

予定年月を経歴書に記載してください。 

⑨ 近隣住民への「住民説明会」は、当該グル

ープホーム設置場所を基準に、どの範囲と

考えれば良いか。 

原則として、整備予定地の自治会や町内会を対象と

しますが、自治会や町内会が整備予定地に隣接する

など、場合によっては隣接自治会や町内会も対象と

することがあります。なお、整備予定地に隣接する

住民への説明は十分に行ってください。 

また、隣接していない場合であっても必要であると

判断される場合は行ってください。 

⑩ 公募書類の提出までに住民説明会を実施し

なければならないのか。選定後に住民説明

会を実施することでよろしいか。 

必ずしも審査書類の提出までに実施する必要はあ

りませんが、近隣住民の同意が得られたうえで、施

設の建設や運営が円滑に行われる必要があります。

今回の公募の時点では、どのような予定で地域住民

への説明を行い、理解を得るのかを記載していただ

くことになります。 

⑪ 提出書類「直近１年間の法人及び代表者に

係る納税証明書または滞納がないことがわ

かる証明書」について、滞納がないことを

示すにあたり、その証明書の種類について、

法人・代表者それぞれについて具体的には

何を提出すればよいのか。 

 

【法人について】 

・国税（法人税・消費税・地方消費税）→納税証明

書その３の３ 

・千葉県税（法人県民税）→県税に未納がないこと

の証明書 

・船橋市税（法人市民税・事業所税・固定資産税・

軽自動車税）→納税証明書                 

【代表者について】 

・国税（所得税）→納税証明書その３の２ 

・住所地の個人住民税→納税証明書または滞納がな

いことがわかる証明書  

各税目について、直近１年の事業年度分として課税

された税金の納税証明書または滞納がないことが

わかる証明書をご提出ください。 

また、法人について、千葉県税及び船橋市税が課税

されていない場合は、その旨を記載したものをご提

出ください。（任意様式・押印があるもの） 

⑫ 応募の要件について、「想定される年間事

業費の１２分の２以上に相当する運転資金

想定される年間事業費とは、「計画書３ 資金計画

書」の合計②＋合計⑤を指しています。 

１年目の想定期間を１２ヶ月未満で想定している
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を自己資金として有していること。」とあ

るが想定される年間事業費とは何を指して

いるのか。 

場合は、金額を１２ヶ月相当の金額に換算してか

ら、１２分の２としてください。 

⑬ ボーダーラインが６割とあるが、各種加点

後の点数の平均でみるのか。 

ボーダーラインに関しては、加点前の点数でみま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「お問い合わせ・連絡先」 

船橋市 健康福祉局 健康・高齢部 
高齢者福祉課 施設整備係 
〒273-8501 
船橋市湊町 2-10-25 
TEL 047-436-2353 FAX 047-436-2350 
E-mail:koreishafukushi@city.funabashi.lg.jp 


