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１ 公募の概要等
（１）本公募の趣旨
千葉市高齢者保健福祉推進計画（平成２７年度～平成２９年度）等に基づき、本市の
介護保険事業の基盤を整備する必要があることから、より良いサービスの提供が期待で
きる事業者を選定するため、公募を実施します。
（２） 募集概要
ア 募集するサービスの種類
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護又は
看護小規模多機能型居宅介護
イ 募集数
２事業所（各圏域１事業所まで）
ただし、平成 28 年度認知症対応型共同生活介護（以下「認知症高齢者グループホー
ム」とします。
）においても、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介
護の併設を要件とし募集することから、認知症高齢者グループホームの応募があった
圏域については、
認知症高齢者グループホームの事業所と合わせて 2 事業所までとし、
また、その場合には認知症高齢者グループホームに応募のあった事業者を優先としま
す（認知症高齢者グループホームと重複する圏域は、花見川区第２圏域、稲毛区第３
圏域、美浜区第１・２・３圏域となっております）
。
そのため、上記趣旨をご理解いただいた上で、ご応募ください。
ウ 募集地域
・市街化区域
・市街化調整区域の一部（千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関
する条例第４条に該当する場合に限る。
）
（ア） 看護小規模多機能型居宅介護
市内全域
（イ） 小規模多機能型居宅介護
グループホー
区

圏域

町名

ム
の公募の有無

第２
圏域
中央区

旭町

亀井町

亀岡町

新宿

新田町

新明町 千葉港 中央 中央港 鶴沢町
出洲港 道場南 問屋町 東本町 本町 都町

第３

青葉町

圏域

末広 千葉寺町 長洲 港町 矢作町

第５
圏域

新町

市場町 稲荷町

亥鼻 葛城

寒川町

今井町 今井 鵜の森町 生実町 川崎町
塩田町

白旗 蘇我町

蘇我

新浜町

南生実町 南町 宮崎 村田町 若草
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浜野町

花見川
区

第２

天戸町 作新台 長作町 長作台 花島町

圏域

花見川

第３
圏域

稲毛区
若葉区

浪花町

朝日ヶ丘町

西小中台

犢橋町

畑町

さつきが丘

花園町 花園

穴川町 穴川 小中台町 小仲台 轟町

圏域

弥生町

―
圏域

瑞穂

宮野木台

第３

第２

緑区

朝日ヶ丘

有

有

全域
大膳野町 高田町 平川町

誉田町

あすみが丘 あすみが丘東

板倉町 大木戸町

第３

大椎町 大高町 大野台 越智町 小山町

圏域

土気町

上大和田町

下大和田町

高津戸町

小食土町

美浜区

第１

稲毛海岸５丁目 中瀬１丁目 ひびの１丁目

圏域

真砂 若葉

第２

磯辺

圏域

目

第３

稲毛海岸１～４丁目

圏域

目

打瀬

高浜５～６丁目

豊砂

中瀬２丁

浜田 ひび野２丁目 幕張西 美浜
高洲

高浜１～４・７丁

有
有
有

エ 募集用地
（ア）自己所有地・借地を問いません。
（イ）利用者の家族や地域との交流の機会が確保される地域にあることを条件とします。
（９（２）
「
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所立地イメージ」を参照。
）
（ウ）事業用地は、公募時に抵当権等の事業所存続の支障となりうるような権利設定が
無いことを条件とします（事業所整備後の「建物にかかる抵当権設定」を除く）
。
（エ）平成２７年度までの小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅
介護事業所公募において選定を受けた事業計画に供する予定だった土地を含む事業
計画は、本件公募に応募することができません。ただし、所有者が変更された場合
（相続、生前贈与等によって所有者が変更された場合を除きます。
）は、この限りで
ありません。
（オ）事業用地を借用し、建物を建設することで事業を開始する場合は、賃貸借予約契
約書等が必要です。また、新たに事業用地を購入する場合、選定前に土地の購入を
する必要はありませんが、審査時は土地の売買確約書等により、事業用地の確保を
確認します。
（カ）都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等により定められる接道条件、農地、
林地等の規制について、各開発関係部局と必ず確認・相談を行ってください。
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オ 募集の要件
（ア）事業を実施する法人（当該法人の役員等のうちに暴力団員（暴力団員等による不
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
暴力団員をいう。
）に該当する者がない場合に限る。
）であること。
（イ）通常の事業実施区域は、所在地の区とすること。ただし、サービスに支障が無い
場合は周辺地域へのサービス提供を可能とする。
（ウ）
「千葉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年千葉市条例第６５号）など介護保険関係等の基準を満たし、そ
の他の関連する法令等にも適合していること。
（エ）介護保険法第７８条の２第４項及び第６項に規定する欠格事項に該当しないこと。
（オ）公募申請書提出時及び選定された後には、事業計画について近隣住民及び自治会
等への説明会等を必ず行い、事前に十分な理解を求めること。（
「８ 近隣住民への
説明会等の実施について」を参照。
）
（カ）平成２９年４月１日までに事業者指定を受けること。
（平成２９年３月１５日まで
に事業者指定に係る審査を受けること。
）
（キ）利用者は、原則として千葉市介護保険被保険者に限定すること。
（ク）小規模多機能型居宅介護事業所においては、介護予防の指定も受けること。
（ケ）小規模多機能型居宅介護事業所の連絡会に参加すること。

２ 応募の方法
（１）応募に係る提出書類
公募に応募する場合、以下の書類を提出する必要があります。
ア 平成２８年度地域密着型サービス事業者公募申請書
イ 付表（小規模多機能型居宅介護の場合は「付表３－１」
、看護小規模多機能型居
宅介護の場合は「付表８－１」
）
ウ 添付書類等
（２）提出期間
平成２８年７月１日（金）～平成２８年８月１日（月）
（土・日・祝日を除く）
午前９時～午後５時 厳守
※提出にあたっては、必ず平成２８年７月２２日（金）午後５時までに提出の予約を
してください。この時までに予約が無い場合は、公募申請書の受付をいたしかねま
すので、十分にお気を付けください。
（３）提出場所
千葉市役所本庁舎１階 高齢施設課
（４）提出方法
ア 事前に電話で日時を予約した上で、高齢施設課の窓口に、直接提出してください。
郵送等での提出は受付けません。
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イ 部数は、正本１部、副本１部、合計２部ご提出ください。（後日、本市が指定する日
までに前記の部数の他に副本を提出していただきます。部数についてはその際にお示
しします。
）
ウ 提出書類は、フラットファイル等を用いて、Ａ４判左穴あけ綴りとし、表紙、背表
紙に、
「地域密着型サービス事業者公募申請書類（（看護）小規模多機能型居宅介護）」
と記載し、法人名を併記してください。
エ 正本と副本の記載内容が異なることのないようにご注意ください。なお、副本は正
本の写しとし、正本と副本の区別が容易にできるよう、フラットファイル等の表紙に
「正」
「副」の記載をしてください。
オ 正本は、各書類の間に仕切り紙をはさみ、文字表記のインデックスを付けてくださ
い。なお、副本は、印刷用原稿としますので、インデックスを付けず、コピーしやす
いものを用意してください。
（仕切り紙も不要です。）
カ 提出書類は、通しのページ番号を付けてください。
キ 仕切り紙や白紙面等はページ数には含めないでください。
ク 写真以外は、色は白黒で統一してください。カラーは不可とします。
ケ 様式は、必要に応じて拡大、縮小等の加工は可としますが、左上の「様式○」等は、
必ず記載してください。
コ 本公募と明らかに関連のない法人等の宣伝活動や営業活動等に係る書類等は、添付
しないでください。
（５）注意事項
ア 公募申請書は、申請者（運営事業者）のみが提出できます。
イ 必要に応じ、追加資料を求める場合があります。
ウ 公募申請書等の提出に係る費用は、すべて事業者負担となります。
エ 提出書類は、いかなる理由があっても返却しません。
オ 平成２８年８月１日（月）までに公募申請書又は公募申込取下書（任意様式。必ず
取り下げ理由を記入してください。）のいずれかを必ず提出してください。
カ 提出書類に不備・不足があった場合や、応募にあたり不正行為があった場合は、審
査の対象外となる場合があります。
（翌年度以降の応募資格を失うこともあります。）
キ 提出に当たり、書類の修正や差し替えをお願いする場合がありますので、日程に余
裕をもって提出してください。
ク 原則として、提出締切後は、提出内容の変更はできませんのでご注意ください。
ケ その他、関係省令・解釈通知などの内容を十分に理解・確認のうえ、応募してくだ
さい。
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・千葉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年千葉市条例第６５号）【平成２７年４月１日施行】
・千葉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を定める条例（平成
２４年千葉市条例第６０号）【平成２７年４月１日施行】
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第
１２６号）
・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働
省告示第１２８号）
・厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成２７年厚生労働省告示第９３号）
・厚生労働大臣が定める基準（平成２４年厚生労働省告示第９６号）
・指定地域密着型サービスに要する費用の額に算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１
８年３月３１日付厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知）
・千葉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及び千
葉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を定める条例施行要領
（平成２５年４月１日付施行）

【公募申請書提出後の注意事項】
次の行為を行った場合には、審査の対象外となり、失格とされることがあります。
（選
定後に行為を行っていたことがわかった場合には、選定を取り消されることがありま
す。
）
ア 公募申請書を提出した後に事業計画を変更したとき。（軽微な変更を除きます。）
※特に本市の評価に係る部分は、変更しないようにご注意ください。
イ 応募の書類の内容に重大な不備があり、又は虚偽の記載があるとき。
ウ 本市の職員に対して、選定評価に係る働きかけを行ったとき。（関係者を通じた
ものを含みます。
）
※公募申請書提出後は、選定に係る問合せには応じかねます。関係者を通じた問合せ
についても同様です。選定された場合、不選定となった場合のいずれの場合にも、選
定結果が決定し次第、速やかに通知致しますので、通知の到達をお待ちください。
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３ 事業者の評価・選定
（１）選定方法
事業者の選定は、第１次審査（書類審査）及び第２次審査（ヒアリング審査）によ
る評価により行います。その後、第１次審査と第２次審査の評価を総合し、あんしん
ケアセンター等運営部会からの意見聴取を踏まえ、選定されます。
（２）評価項目及び評価基準
ア

第１次審査（書類審査）
選定における評価は、前述の「１ 公募の概要等 （２）募集概要 オ

募集の要件」

を満たしていることを最低条件として、評価基準に基づく加点方式（１１０点満点）
とします。
評価項目及び評価基準は、別添の「平成２８年度
介護事業者公募

（看護）小規模多機能型居宅

評価項目及び評価基準」のとおりです。この評価項目・評価基準

によって加点し、応募事業者を評価します。応募事業者は各評価項目について自己
採点をし、合計点を算出した上で、公募申請書とともに提出してください。
イ 第２次審査（ヒアリング審査）
応募事業者の責任者に対し、事業運営にあたっての事業者の意識等についてヒア
リングを行い、評価基準に基づき、絶対評価で応募事業者を評価します。
ウ

重点評価項目
第１次審査及び第２次審査による評価を行った結果、同点となった場合は、第１
次審査の評価項目のうち重点評価項目（
「評価項目及び評価基準」に記載。
）の得点
が高いものを先順位とします。

（３）選定後の流れ
ア 選定結果は、公募申請書を提出したすべての事業者に、文書により通知します。
イ 選定事業者については、事業者名及びサービス実施地域等を高齢施設課ホームペ
ージ等にて公開します。
ウ

選定された事業者は、建築確認申請の前に再度高齢施設課で図面の協議を行って

ください。その後、速やかに確認申請等の施設整備に着手してください。
エ

補助金の交付を希望する選定事業者は、補助金の交付申請を行い、交付決定があ
った後に、開設に必要な準備を行ってください。
（交付決定前の備品の購入や改修費
用等は、補助対象となりませんので、ご注意ください。
）

オ 選定された後１か月以内に、近隣住民等への説明会等を実施してください。（「８
近隣住民への説明会等の実施について」を参照。）
カ

開設の準備が整った時点で、指定申請を行ってください。現地検査を含め、前月
１５日以前に指定申請を受理した場合、翌月１日に指定を行います。ただし、指定
申請内容審査の結果、指定基準等を満たしていない場合や、指定申請書の各事項が
評価基準等を下回る場合は、指定しません。
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（４）注意事項
ア 評価は、提出された様式や提案書等をもとに行います。記載に不明確な部分があ
る場合は、その事項は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。
イ 原則として、開設後も、第１次審査において加点した評価項目以上の状況を確保
することが選定の条件となります。加点した評価項目以上の状況を確保できない場
合は、指導対象となりますので、十分ご注意ください。
ウ 審査等の結果、選定事業者を「なし」とする場合もあります。

４ 今後の質問方法
（１）評価項目及び評価基準、公募全般に係る質問
評価項目及び評価基準、公募全般に係る質問の取り扱いについては、次のとおりと
します。
ア

質問受付期間
平成２８年６月１３日（月）～平成２８年６月２４日（金）

イ

受付方法
別紙「千葉市（看護）小規模多機能型居宅介護事業者の公募に関する質問書」に
簡潔に 記載し、ＦＡＸ又は e-mail で、記載の問合先まで提出してください。本公
募に関し、電話での質問は受付けません。e-mail で質問する場合は、表題を「千葉
市（看護）小規模多機能型居宅介護事業者の公募に関する質問」としてください。

ウ

回答方法
質問受付期間終了後、取りまとめて千葉市高齢施設課ホームページに掲載します。

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shisetsu/h28kanngo_shoukibo-koub
o.html

（２）個別質問及び相談
ア

相談受付期間
平成２８年７月１日（金）～平成２８年７月２２日（金）（土・日・祝日を除く）
午前９時～午後５時 厳守

イ

個別質問・相談方法

・本市にお越しいただく際には、必ず電話で日時を調整していただいた上で、高齢施
設課にお越しください。事前予約のないご相談は受けつけいたしかねますので、あ
らかじめご了承願います。
・提出期限間近は相談件数が多くなるため、早めのご相談をお勧めします。
・相談内容を文書化したもの及び相談内容に係る資料（設備に関する基準であれば平
面図や配置図等、運営に関する基準であれば運営規程等）を高齢施設課に持参して
ください。なお、相談に使用した資料は返却しませんので、事業者記録用として、
必ず写しを持参してください。
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５ 補助金について
県の地域医療介護総合確保基金（以下「県基金」という。
）を活用し、事業所整備に係る
経費について、補助を実施する予定です。補助金額等については、以下のとおりですが、
本補助金は県との協議により決定されることから、公募途中において、募集数を変更する
可能性や交付されない可能性があります。
補助金額

補助対象経費

（上限額）

留意事項

開設に係る備品購入費、人件費等
621 千円×宿泊定員
（予定）

(例)・ケアコール端末の購入費用
・利用者情報共有のための端末の
購入費用及びシステムの構築

経費により入札が必要な
場合があります。

費用
補助対象は、
「選定事業者」
です。

32,000 千円
（予定）

建築費・改修費

※土地所有者等（選定事業
者以外）が建築・改修する
場合は、補助対象外となり
ます。

６ 今後のスケジュール（予定）
6 月 9 日（木）

公募説明会

6 月 13 日（月）

質問受付開始

6 月 24 日（金）

質問受付終了

7 月 1 日（金）

公募申請書受付開始、個別相談受付開始、Ｑ＆Ａ公表

7 月 22 日（金）

個別相談受付締切

8 月 1 日（月）

公募申請書受付締切

8 月、9 月

第１次審査（書類審査）及び第２次審査（ヒアリング審査）

10 月初旬

あんしんケアセンター等運営部会の意見聴取

10 月中旬～

公募審査結果の決定 通知・公表

11 月

補助金の交付申請
補助金の交付決定
建築確認申請等・入札・契約

12 月

工事着手
完了検査

3 月 15 日まで
4月 1日

指定申請書提出期限
申請内容審査・現地検査
指定・開設
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７ 翌年度以降の公募への応募制限について
（１）本公募において整備事業者として選定された後、事業者の申し出により事業を辞退
した場合、原則として、辞退日から３年間、小規模多機能型居宅介護事業者又は看護
小規模多機能型居宅介護事業者の公募に応募することはできません。
（２）以下の事由に該当する場合、翌年度以降の小規模多機能型居宅介護事業者又は看護
小規模多機能型居宅介護事業者の公募への応募を制限することがあります。
ア

平成２８年８月１日までに公募申請書又は公募申込取下書のいずれかの提出がな
いとき

イ

提出書類に不備・不足があった場合や応募にあたり不正行為があった場合に、審
査の対象外となったとき

ウ

開設後、第１次審査（書類審査）において加点した評価項目以上の状況を確保す
ることができなくなったとき

８ 近隣住民等への説明会等の実施について
（１）実施時期（２回）
ア 公募申請書提出前
これから開始する事業において予定している事業計画について、下記「
（３）説
明事項・説明図書」に基づき、近隣住民等へ説明をしてください。なお、その際
には選定されるかは未定であること及び選定された後に再度具体的な計画を説明
する旨を必ず伝えてください。
イ 公募選定から１か月以内
公募申請書提出前に説明をした近隣住民等を対象に、選定されたこと及び今後
の事業計画について、下記「（３）説明事項・説明図書」に基づき説明してくださ
い。なお、その際には今後のスケジュール等についても説明をしてください。ま
た、近隣住民からの要望等については、可能な限り対応策を検討していただくよ
うお願いします。
（２）事業計画の説明対象住民と説明範囲
事業者は、説明対象住民に事業計画を説明しなければなりません。
なお、事業者は説明住民に対する事業計画等の説明状況を記載した報告書を市長に
提出してください。
説明対象住民
近隣住民
自治会

定義
①敷地境界線から１０ｍ以内の住民。
※その他、説明を求められた際には説明してください。
建設予定地区の自治会長等。

※上記定義においての住民とは、土地所有者・建物所有者・建物占有者を指します。
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（３）説明事項・説明図書
ア 説明事項
事業者は、説明対象住民等に下記の事項を説明しなければなりません。
（ア）
（看護）小規模多機能型居宅介護の概要
（イ）建築物の規模、構造及び用途
（ウ）建築物の敷地の規模
（エ）建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況
（オ）建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
（カ）その他建築物の建築に伴って生ずる周辺の住環境に及ぼす著しい影響及びそ
の対策
イ 説明図書
事業者は、説明対象住民等に下記の図書を示し、事業計画を説明しなければなりま
せん。
（ア）配置図
（イ）各階平面図
（ウ）立面図（４面）
（エ）付近状況図
※公募申請書提出前については１回以上、選定後１か月以内については３回以上の訪問
を行ったうえで不在の場合は、上記説明図書（ア～エ）を添付した説明事項・連絡先
等記載資料の投函をお願いします。
（４）手続きの流れ
ア 公募申請書を提出する際に、
「近隣説明等報告書」を提出してください。
イ 選定された後、具体的な事業計画が固まり次第、再度、近隣住民等への説明を
実施してください。その後速やかに、再度「近隣説明等報告書」を提出してくだ
さい。
（５）近隣説明等報告書に添付する関係図書
ア 近隣説明等の際に示した図書（位置図・配置図・各階平面図を除く）
イ 付近状況図に、報告書（第２面）の番号を付番した図面
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９ 参考資料
（１）添付書類一覧
添付書類

番号
１

説明

参考様式
法人定款又は寄付行為等

・当該事業を実施する旨が記載されている定款・
寄付行為（原本証明を行うこと。）
・当該事業を実施する旨が記載されている登記簿
謄本（発行日から３か月以内のもの。
）
・法人の沿革（任意様式、法人が運営する事業の
実績が具体的にわかるもの。
）

２

従業者の勤務体制及び勤務
形態一覧表（予定）

・管理者及び従業者全員の、毎日勤務すべき時間
数（４週間分）を記載。
※看護小規模多機能型居宅介護事業者がみなし

「参考様式１」

指定の訪問看護ステーションの事業を行う場
合、当該事業所分の勤務表も提出。
・従業員職種の分類
※（１）管理者 （２）介護支援専門員
（３）介護職員 （４）看護職員
・その他の注意事項は、「参考様式１」の備考を
参照のこと。
※まだ雇用してないなど、人員を確保していな
い場合は、配置予定人員に最低求める資格や
経験等を記載すること。
【就業規則】
※所管労働基準監督署の受付印の押印がある
就業規則の写しを提出すること。
（従業員１０人以上の場合必須）

３

経歴書

・当該事業の就任予定者の住所・氏名・電話番号、
生年月日、主な職歴等。

「参考様式２」
（１）管理者
（２）介護支援専門員
（３）代表者

・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて
記載すること。
※研修未修了者の場合、修了見込み時期等につい
て記載すること（看護小規模多機能型居宅介護
事業所においては、看護師等を管理者に配置す
る場合を除く）
。
※まだ雇用してないなど、人員を確保していない
場合は、配置予定人員に最低求める資格や経験
等を記載すること。
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４

事業所の位置図等

・A４版又は A３版で、事業所の位置図、配置図、
各階の平面図（名称・面積を明示したもの）立
面図。
※記載方法は、
（３）地域密着型サービス事業の
公募における平面図等の記載内容（Ｐ１６）
を参照
※位置図には、
（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所を中心として半径１ｋｍと半径５００ｍ
の円、及び周辺にある（看護）小規模多機能型
居宅介護事業所を記載すること。
・計画地の周辺戸数のわかるもの
※計画地周辺に点在する２１戸以上の住宅等に
色を塗った動態図又は白図

５

運営規程（案）

・下記の内容について、具体的に定めること。

「任意様式」

（１）事業の目的及び運営の方針
（２）従業者の職種、員数及び職務の内容
（３）利用定員
（４）指定（看護）小規模多機能型居宅介護の内
容及び利用料その他の費用の額
（５）入居に当たっての留意事項
（６）非常災害対策
（７）その他運営にかかる重要事項
※利用料その他の費用の額は、積算も含め具体
的に定めること。

６

設備・備品等に係る一覧表

・当該事業に使用する予定の備品等を記載するこ
と。（１件２万円以上が目安）

「参考様式５」
７

利用者からの苦情を処理す
るために講ずる措置の概要

・下記の事項について、具体的に記載すること
（１）利用者等からの相談又は苦情等に対応する
常設の窓口（連絡先）・担当者の設置

「参考様式７」

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処置
体制・手順
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８

当該申請に係る資産の状況

・直近の決算書（貸借対照表、損益計算書等の財
務諸表）

「事業予定地の登記簿謄本
以外は任意様式」

・設置年度の事業計画書（行事予定表）
・事業所の収支予算書（２年分）
・事業予定地の登記簿謄本
※発行日から３か月以内のもの。
※自己所有地以外の場合は、売買内諾書、賃借
内諾書等も添付してください。
※事業予定地の確保の状況を確認するもので、
購入までを求めるものではありません。

９

介護老人福祉施設・介護老人 ・下記の事項について、医療機関や歯科医療機関、
保健施設・病院等との連携体

介護老人福祉施設（介護老人保健施設）等との

制及び支援体制の概要

連携・協力体制を、具体的に記載すること
（１）利用者の病状の急変等の備え等

「任意様式」

（２）
（看護）小規模多機能型居宅介護から他のサ
ービスに移行する者に対するサービス提供
確保のための連携・支援体制
（３）夜間における緊急時の対応等のための
連携・支援体制
※医療機関等との契約書（写）は不要。

１０

誓約書
（介護保険法第７８条の２
第４項各号に該当しない
ことを誓約する書面）
「参考様式９－１」

・
「参考様式９－１」又は「参考様式９－２」の備
考を参照。
・小規模多機能型居宅介護応募事業者は「参考様
式９－２」を、看護小規模多機能型居宅介護応
募事業者は「参考様式９－１」を添付すること。

又は
（介護保険法第７８条の２
第４項各号又は第１１５条
の１２第２項各号に該当し
ないことを誓約する書面）
「参考様式９－２」
１１

役員の氏名等

・
「参考様式９－１」又は「参考様式９－２」の備
考を参照。
（管理者が未定の場合は、管理者は除

「参考様式９－１」
又は「参考様式９－２」

く。）
・小規模多機能型居宅介護応募事業者は「参考様
式９－２」を、看護小規模多機能型居宅介護応
募事業者は「参考様式９－１」を添付すること。
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１２

運営推進会議の構成員

・「参考様式１１」の備考を参照。
※構成員が未定の場合は、依頼予定者の構成区

「参考様式１１」

分や職名等のみ記載すること。
なお、千葉市の職員は構成員に含めず、あん
しんケアセンター（千葉市地域包括支援セン
ター）の職員を構成員として含めること。
※現段階で、構成員の同意は不要です。

１３

近隣住民等報告書

添付書類
・近隣説明等の際に示した図書
・付近状況図に報告書（第２面）の番号を付した
図面

１４

平成２８年度（看護）小規模
多機能型居宅介護事業者公

・各評価項目について自己採点し、合計点を算出
したもの

募評価項目及び評価基準
１５

運営方針等提案書

・各設問について、考え方をわかりやすく、具体
的に記述すること。

１６

資金計画

・当該事業に係る資金計画を記載したもの
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（２）
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所立地イメージ
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域
住民との交流を図る観点から、住宅地または住宅地と同様に利用者の家族や地域との交流
の機会が確保される地域にあることが必要になります。
＜具体的な立地条件＞
１

設置しようとする（看護）小規模多機能型居宅介護事業所を含む半径１００ｍの区域
内に２１戸以上の住宅等建築物があること。

２

設置しようとする（看護）小規模多機能型居宅介護事業所を含む片側３０ｍ、延長５
００ｍの区域内に２１戸以上の住宅等があること。

３ 区域の境界付近にある住宅等については、区域線に当該住宅等の一部が含まれる場合、
この住宅等を加えることができる。
４ 適用に当たっては、円形、線形いずれかの方法を選択できるものとする。

具体的な立地条件のイメージ

○○駅

片側３０ｍ、延長５００
ｍの区域内に、２１戸
以上の建築物がある
こと。

（看護）小
規模多機能
型居宅介護
グループ
事業所
ホーム

建物が、片側３０ｍ、
延長５００ｍの区域内
ある場合、区域内の
建物にカウントでき
る。
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（看護）小規模
多機能型居宅
グループ
介護事業所
ホーム

半径１００ｍの
区域内に、２１
戸以上の建築
物があること。

建物が、半径１００ｍ
の中にある場合、区
域内の建物にカウン
トできる。

（３）地域密着型サービス事業の公募における平面図等の記載内容

ア

位置図（都市図）
方位、道路（進入路）
、目標となる地物
※上記の他、
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所を中心として半径１ｋｍと
半径５００ｍの円を描きその円内に所在する（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所を記載すること。

イ

配置図
縮尺、方位、敷地境界線、道路境界線、道路名称、道路幅員、敷地内及び境
界線内外の高低差、敷地内の建築物の位置、建築物と境界線までの距離、擁壁
の位置、外構計画（駐車場、避難経路を含む）、設備機器（受水槽、浄化槽）の
配置、汚水・排水の最終枡の位置

ウ

各階平面図
縮尺、方位、間取、各諸室の名称及び設備（消防設備を含む）、開口部の区別、
併設区分図、各階の床面積、各諸室の面積（有効面積）「一覧表でも可」
、廊下
幅の寸法（有効）
、バルコニー幅の寸法（有効）
、手すりの設置表示
※想定する避難経路、家具等の記載をしてください。

エ

立面図
縮尺、開口部の位置、屋外階段の位置、建築物の高さ、建築基準法に基づく斜

線
オ

その他
計画地の周辺戸数のわかるもの
※計画地周辺に点在する２１戸以上の住宅等に色を塗った動態図又は白図
（「
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所立地イメージ」参照）
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（４）
（看護）小規模多機能型居宅介護事業所等の設計上配慮すべき事項

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所等の設備基準については、千葉市指定地域密
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年千葉
市条例第６５号）等で示されているところですが、その他以下の項目について、特に設
計上ご配慮くださいますよう、よろしくお願いします。

Ａ 建築内部
１

玄関について
項目

備考欄

①

出入口での段差がないこと。

②

出入口の幅は有効で９０ｃｍ以上確保
し、扉の形状は引戸であること。

③

適切な位置に手摺りを設けること。

④

入居者の安全性・防犯性に配慮してある

出入口に事務所等を配置すること

こと。

で、管理ができること。

２

廊下等について

項目

備考欄

①

両側に連続した手摺りを設けること。

階段も同様の配慮をすること。

②

共用トイレ・洗面所の前面に常夜灯を
設置すること。

③

３

廊下幅は有効で１．５ｍ以上確保する

中廊下の幅は有効で１．８ｍ以上

こと。

確保すること。

トイレについて

項目

備考欄

①

ナースコールを設けること。

②

照明はセンサー方式の点灯とすること。

③

共用トイレの個数は、入所者の 1/3 個
以上とする

④

共用トイレの１以上は車イスで利用
しやすい十分な空間を確保すること。
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概ね２．９㎡以上が好ましい

４

洗面所について

項目
①

備考欄

洗面器のうち、 １ヵ所は手すりを設け

ること。
②

水栓金具はセンサー方式とすること。

③

車椅子で使用可能のものとすること。

５

①

宿泊室について

項目

備考欄

出入口は引戸とすること。

出入口の幅は有効で９０ｃｍ以上
とすること。

②

ナースコールを設けること。

③

宿泊室の配置は、日照、採光、換気等

北側宿泊室はあまり望ましくあり

利用者の保健衛生に十分考慮すること。 ません。

④

面積については有効 9.90 ㎡以上を希望

プライバシーの確保に配慮するこ

する。

と。

⑤

すべて個室とすること。

⑥

すべての居室に収納スペース（固定式の
収納設備）を設けること。

６

居間・食堂について

項目
①

備考欄

廊下を共有している場合は、廊下の幅員
を確保して家具を配置すること。

②

適切な位置に手摺りを設けること。

③

入居者１人あたり３㎡程度の広さを 居間・食堂の機能がそれぞれに
設けること。

独立していることが望ましい。

③

キッチンは対面式であること。

④

加熱調理機器はＩＨ調理器であること。

７

浴室・脱衣室

項目

備考欄

①

適切な位置に手摺りを設けること。

②

ナースコールを設けること。

③

脱衣室の広さが十分であること。

椅子などの設置が望ましい。

④

浴室は、二方向介助が可能な広さを確保

有効３．８㎡以上の 広さが望まし

してあること。

い。
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８

その他

項目
①

汚物処理室を設けること。

②

職員休憩室を設けること。

備考欄

２階建以上の場合は、内階段を設けるこ

③

と。また、廻り階段にはしないこと。

④

２階建以上の場合は、エレベーターを

形状は問わない。

設けること。

⑤

腰部分がガラスの場合は、網入りガラ
ス・強化ガラスで安全対策を講じるこ
と。

⑥

間仕切りなどにカーテンは使用しない
こと。

⑦

地域交流スペースを設けること。

Ｂ 外部
１

避難経路

項目

備考欄

①

有効幅が１．５ｍ以上であること。

②

勾配がある場合は 1/12 以下とすること。

③

非常口の鍵は、非常発生時に速やかに
解錠できること。

④

災害等の緊急時のため、２方向に避難路
を確保してあること。

⑤

２階以上の場合、２以上の直通階段を
設けること。

２

駐車場

項目
①

備考欄

従業員及び入居者家族が利用するため
のものが充分に確保されていること。
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（５）地域密着型サービス事業の公募における主な過去の質問内容
Ｎ

質問内容

ｏ

施設建物賃貸借について、運営法
人と建物賃借の名義法人が別でも構
1

わないのか。（例えば、グループ関
係にあり、資本・人的に関係が有り、
ホールディング会社の傘下に共にあ
る関係の場合など）

回答内容
実質的に二者間の契約関係と同一視できる契約
関係があれば、運営法人が、直接、土地等の所有
者と賃貸借契約を結ばなくてもよい。
例えば、土地の所有者と、運営法人以外のグル
ープ傘下法人が賃貸借契約を締結した場合、その
法人と運営法人が転借契約を結んでいれば足り
る。

記入役員に関し、本社は、介護事
業の他、複数の事業展開を行ってい
る。当欄記入役員について、本件介
2

介護保険法第 78 条の 2 第 4 項及び第 115 条の 12

護事業に関する事業部執行役員及び

第 2 項各号において、除外する規定がないため、

代表取締役の記入でよいのか？それ

役員すべての記載、押印をすること。

とも法人全体の役員等の記載が必要
か。
評価項目「資産状況・収支状況」

3

について、当社は、持株会社と連結

介護保険事業の安定性を評価の対象としている

決算を行っており、連結財務諸表及

ため、貴社の個別財務諸表の内容を評価し、連結

び個別財務諸表があるが、評価はど

財務諸表は評価の対象としない。

のように行われるのか。
事前に申込みをした事業者（法人）
と、今回、公募申請をする事業者（法
4

人）を変えることは可能か。
（例えば
関連グループ内の別法人で申請する

公募申込事業者と公募申請事業者は同一の法人
であること。

ことは可能か。
）

5

近隣説明は、選定事業者の決定後
に行えばよいのか。

公募申請書等を提出するまでに、事業に対する
説明を自治会等に行うなどし、事業に対する理解
を得ること。

公募申請書等の提出期限までに、
6

事業用地の確保等ができず、応募で

必要である。

きない場合も、取下書が必要か。
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Ｎ

質問内容

ｏ

回答内容

原則として応募時と指定申請時の内容は同一で
応募時に管理者に配置することと
7

して応募書類に記載された者を、指
定申請時に別の者に変更することは
可能か。

あること。しかし、職員の退職等のやむを得ない
事情により、指定申請時に応募時と同じ者を配置
することが不可能である場合、法令基準で求めら
れる資格や経験等を有する者を配置することで足
りることとする。この場合、職員の退職等の事情
が発生した時点で、高齢施設課に報告を行うこと。
応募時には、運営推進会議の構成員が未定の場
合、依頼予定者の構成区分や職名等を記載すれば

8

選定事業者として決定される前

足りることとする。選定事業者決定前に構成員に

に、運営推進会議の構成員を依頼す

依頼を行う場合は、選定されない可能性があるこ

る必要はあるか。

とを伝えること。なお、運営推進会議の構成員に
係る依頼と別に、地域住民への説明は、公募申請
書類の提出までに必ず行うこと。

借地に、抵当権又は根抵当権が付
いている場合の対応は。抵当権又は
9

根抵当権の抹消の確約書等の提出を
もって応募を受け付けることは可能
か。

既にグループホームが所在してい
10

る近隣の土地に新たにグループホー
ムを開設することは可能か。

11

５階建ての４、５階をグループホ
ームとしてよいか。

抵当権又は根抵当権付きの土地上にグループホ
ームを建築した場合、抵当権の実行によりグルー
プホームの運営に支障が出てくるおそれがあるの
で、抵当権又は根抵当権が付いている土地での公
募の申請は認めない。抵当権抹消の確約書等の提
出をもって申請を受け付けることはしない。

開設後に必要とされる地域住民との交流などに
支障が生じない範囲での開設は、可能である。

グループホームの設備基準に適合し、利用者の
安全と安心が図られるのであれば可能である。

管理者、計画作成担当者、オペレ
12

ーター等に必要な資格は、公募申請

公募申請時に資格を有している必要はないが、指

時に取得していなければならないの

定申請時までには取得している必要がある。

か。
千葉市内の既存小規模多機能型居
13

宅介護事業所の利用料金を知りた
い。

各事業所の利用料金は、指定申請書類の一部と
して提出されたものであり、公表することを前提
としていないことから、市からお示しすることは
できない。

- 21 -

Ｎ

質問内容

ｏ

回答内容
テナント物件に既に抵当権が設定されている場
合は、公募申請は可能とする。

14

テナントの物件に既に抵当権が設
定されている場合の対応は。

ただし、新たに抵当権又は根抵当権付きの土地
上に建物を建築する場合は、抵当権の実行により
事業所の運営に支障が出てくるおそれがあるため
認めらない。

サービス付き高齢者向け住宅と
15

（看護）小規模多機能型居宅介護を
併設する場合、事業所の設備が１階
と３階に分かれてもよいか。

利用者や職員の利便性や、利用者の安全と安心
を図る観点から、原則として認められない。
具体的な設備の配置については、個別に相談す
ること。
オペレーターは、原則として利用者からの通報
を受け付ける業務に従事する必要があること等を
踏まえ、本市では、自宅での待機については認め

オペレーターは、定期巡回事業所
ではなく、自宅にて通報を対してい
16

てもよいか。

られない。
また、利用者からの通報を受け付ける機器につ
いては、利用者の心身の情報を蓄積し、利用者か

また、利用者からの通報を受け付

らの通報を受けた際に瞬時にそれらの情報が把握

ける機器については携帯電話でもよ

できるものでなければならないが、通報を受診す

いか。

る機器と、利用者の心身の情報を蓄積する機器は
同一の機器でなくても差し支えない。したがって、
通報を受ける機器としては、携帯電話等でも差し
支えない。

17

事業用に新しく事務所を構える予

公募申請時において、賃貸借契約を締結する必

定だが、公募申請書提出時までに賃

要はない。ただし、賃貸借予約契約書等の提出が

貸借契約を締結しなければならない

必要になる。

のか、契約予約等で可能なのか。
また、契約予約の場合、どのよう
な書類が必要か。

また、購入する場合においても選定前に購入す
る必要はないが、売買確約書等の提出が必要とな
る。
運営方針等提案書に基づき、第２次審査（ヒア
リング審査）で評価を行う。したがって、第１次

18

認知症対応型共同生活介護の公募

審査（書類審査）はグループホームのみで行う。

において併設条件となっている、
（看

第１次審査及び第２次審査による評価を行った

護）小規模多機能型居宅介護事業所

結果、同点となり、第１次審査の評価項目のうち

の審査基準は。

重点評価項目の得点も同じ場合は、
「（看護）小規
模多機能型居宅介護事業者公募

評価項目及び評

価基準」を参考にして、選定事業者を決定する。
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