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混合型特定施設入居者生活介護事業所整備事業者募集要項 

 

 

１ 募集概要 

 

（１）募集事業 

・船橋市では、第７期介護保険事業計画に基づき、混合型特定施設入居者生活介護事業

所（介護予防特定施設入居者生活介護事業所を含む。）の運営を希望する事業者を募集

します。 

 

（２）募集対象施設の種別 

  ・老人福祉法第２９条第１項～第３項の届出が必要となる有料老人ホームを対象としま

す。（既に設置届出を行っている住宅型有料老人ホームから介護付有料老人ホームに転

換するものを含みます。） 

  ・本公募ではサービス付き高齢者向け住宅への登録済みの住宅、今後、サービス付き高

齢者向け住宅への登録を予定している事業計画については対象外とします。 

 

（３）募集地域 

  ・市内全域（ただし、市街化区域のみ） 

 

（４）募集数 

  ・７０床 

   １施設あたりの定員は３０床以上７０床以下とします。 

 

（５）開設時期 

  ・令和３年３月３１日までに事業所指定を受け、事業所を開設していただくことを原則

とします。 

 

        （６）募集要件 

           ①  事業主体は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業者である

こと。 

② 「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例」、「船橋市有料老人ホーム設置運営指導指針」、「船橋市有料老人ホーム設置運営

に係る事前協議等実施要綱」、その他、介護保険法等関係法令を満たしていること。 

・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、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。（関係法令に係る各担当課との相談状況について） 

・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。 
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③ 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。 

④ 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。 

⑤ 介護保険法第７０条第２項及び同法第１１５条の２第２項に該当しないこと。 

⑥ 過去３年間、所管庁の監査等において重大な指摘を受けていないこと。 

⑦ 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。 

⑧ 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。 

⑨ 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。 

⑩ 施設を整備する土地・建物は、設置者が所有権を有すること、又は取得が見込ま 

れること、あるいは賃貸借契約の締結が確実であること。ただし、借地・借家に 

よる場合は、事業の存続に必要な相当長期の契約期間を設定すること。 

⑪  入居者については、概ね船橋市民の入居を見込んだ計画であること。 

⑫ 入居一時金及び月額利用料が近傍同種事業所の平均額と比して、著しく高額でない

こと。 

⑬ 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。 

 

 

２ スケジュール（協議優先者選定結果公表まで） 

  

内容 期間又は期日 

募集要項、提出書類の配布 令和元年７月１２日（金）～８月１９日（月） 

質問受付（電子メールで） 令和元年７月１９日（金）午後５時まで 

質問への回答 令和元年７月２６日（金）以降 ホームページに掲載 

事業計画書受付期間 令和元年８月２０日（火）～８月２２日（木） 

選定委員会※ 令和元年１０月以降 

選定結果通知（通知発送、船橋

市ホームページにて公表） 

令和元年１０月以降 

※船橋市地域密着型サービス指定事業所等選定委員会 
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３ 応募方法 

（１）提出書類の配布 

  ・募集要項をご覧いただき、提出書類の各様式を希望される場合は、電子メールにてご

連絡ください。なお、その際には、件名を「混合型特定施設入居者生活介護公募提出

書類希望」とし、本文に事業者名、所在地、代表者役職氏名、担当者名、連絡先電話

番号を記載してください。 

※電子メールアドレス ： koreishafukushi@city.funabashi.lg.jp 

 

（２）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。 

・令和元年７月１９日（金）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元年７月２６日（金）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

の質問は受け付けません。 

※電子メールアドレス ： koreishafukushi@city.funabashi.lg.jp 

 

（３）提出書類 

 

確認 番号 提 出 書 類 様式 

□ 1 混合型特定施設入居者生活介護事業計画提案書 様式１ 

□ 2 誓約書 様式２ 

□ 3 役員名簿兼同意書 様式３ 

□ 4 代表者の履歴書 任意 

□ 5 管理者(予定者)の履歴書 任意 

□ 6 定款又は寄付行為  

□ 7 法人登記簿謄本（３ヶ月以内）  

□ 8 直近３年分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等の財務諸

表）※ 

 

□ 9 直近３年度分の指導監査の写し（千葉県内の特定施設入居者生

活介護事業所に係るもの。なお、千葉県内に当該事業所がない

場合は、千葉県近隣都県（東京都・神奈川県・埼玉県）内の当

該事業所に係るもの。） 

 

□ 10 直近１年間の法人及び代表者に係る納税証明書又は滞納がない

ことがわかる証明書（３ヶ月以内） 

 

□ 11 位置図 任意 

□ 12 交通の便と周辺の状況を示した図（最寄駅から施設までの道の

りがわかるもの） 

任意 

□ 13 公図の写し（３ヶ月以内）  

□ 14 設置予定の土地の登記簿謄本（３ヶ月以内）  
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□ 15 建物配置図・平面図・立面図  任意（Ａ３） 

□ 16 現況写真（撮影日を記載） 任意 

□ 17 排水計画図 任意（Ａ３） 

□ 18 居室面積等一覧表 様式４ 

□ 19 設置予定の土地を買収する場合にあっては地権者の売買内諾

書、賃借する場合にあっては地権者の賃借内諾書 

任意 

□ 20 資金調達計画及び収支シミュレーション 様式５ 

□ 21 資金の融資を受ける場合にあっては、金融機関等の融資内諾書 任意 

□ 22 料金設定の一覧表、入居一時金及び月額利用料の算定根拠 任意 

□ 23 一時金の保全措置の概要 任意 

□ 24 工程表 任意 

□ 25 提案事項１～１４ 様式６ 

□ 26 関係法令に係る各担当課との相談状況について 様式７ 

 

 

（４）提出部数   

・Ａ４ファイルに調整し、正本・副本各１部（合計２部）提出してください。 

 

（５）書類の体裁 

  ・図面はＡ３、その他書類はＡ４で提出してください。 

  ・写しを提出する場合は、正本のみ原本証明が必要です。 

 ・項目ごとに仕切り紙を設け、仕切り紙には提出書類の番号を記したインデックスを付

けて、全体をバインダー等で綴ってください。 

 ・様式１「混合型特定施設入居者生活介護事業計画提案書」及び様式６「提案事項１～

１４」を作成するにあたっては、以下の点にご注意ください。 

① 手書きでの作成はご遠慮ください。 

② 文字サイズは原則１１ポイントとし、横書きとしてください。 

③ 要点をまとめ見やすくわかりやすい提案を心掛けてください。 

④ 記載事項のない項目があっても削除しないでください。 

 

（６）提出期間   

・令和元年８月２０日（火）～８月２２日（木） 午前９時～午後５時 

 

（７）提出場所   

・船橋市役所 ２階 高齢者福祉課 

 

（８）提出方法   

・事前に電話で提出日時を調整の上、直接持参により提出してください。郵送等での提

出は受け付けません。 

・事業計画書は、応募者のみが提出できます。 
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４ 選定 

 

（１）協議優先者の選定方法 

・協議優先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より審査を行います。 

・提出された様式や図面等の書面を、評価基準（別紙１）に基づき審査します。記載に

不明確な部分がある事項は、適切に評価されない場合がありますので、わかりやすく

正確に記載してください。 

・評価基準大項目ごとの配点の 6 割をボーダーラインとし、選定委員における採点の平

均点がボーダーラインに満たない場合には選定されません。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 

・順位付けの判定については、書面審査をもとに、下表の例の通り、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。）の小さい者から上位とします。順位点の最も小さい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) 

 

（３）審査結果 

・審査結果は、応募者全員に令和元年１０月以降に文書で通知いたします。また、協議

優先者に選定された事業者については、事業者名及び事業所設置予定地等を船橋市ホ

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。 

 

 

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 ２８０点 ２位 ２８２点 １位 ２７６点 ３位 

Ⅱ委員 ２７５点 ２位 ２６５点 ３位 ２８０点 １位 

Ⅲ委員 ２９０点 １位 ２７４点 ３位 ２７６点 ２位 

Ⅳ委員 ２７８点 ３位 ２８２点 ２位 ２９２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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（４）協議優先者選定後の協議 

  ・今回の公募により協議優先者となった事業者は、今回の申請内容を基に詳細な事業計

画を作成し、船橋市有料老人ホーム設置運営に係る事前協議等実施要綱及び関係法令

等に基づき、本市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。 

・必要な全ての協議が成立しましたら、整備予定者に選定します。 

 

５ 注意事項 

 

・応募に伴い、応募者はこの要項に記載の一切の事項を承諾したものとみなします。 

・設置に伴う整備費の補助はありません。 

・応募に伴う費用については、全て事業者の負担となります。 

・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。 

・１事業者が応募できる計画は１計画に限ります。 

・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。 

・ご提出いただいた書類は返却いたしません。 

・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。 

・応募に際し不正行為を行った場合、応募書類に虚偽の記載があった場合、審査の公平

性に影響を与えるおそれのある行為があった場合は、応募を無効といたします。 

・書類提出後、辞退する場合は辞退する旨を書面（任意様式）にて提出してください。 

・今回の応募に当たって提出した提案内容を、協議優先者に選定された後に変更するこ

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。 

・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。 

・土地等の確保は協議優先者及び整備予定者に選定されない場合も考慮して行ってくだ

さい。 

・協議優先者及び整備予定者の選定に係る問い合わせは一切ご遠慮願います。 

・協議優先者及び整備予定者の選定は、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設
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入居者生活介護の事業所の指定が確定されたものではありません。事業所の開設には、

特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の事業所の指定申請

（船橋市指導監査課）をし、指定を受ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 

TEL０４７－４３６－２３５３ FAX０４７－４３６－２３５０ 

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


