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平成３１年度 茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者募集要項 

 

１ 趣旨 

第７期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成３０年度～平成３２年度）に基づき、

サービスの質及び公平性を確保する観点から、指定地域密着型サービス事業所の設置及び運営を行

う事業者（以下「運営事業者」という。）の公募を実施します。 

 

２ 第７期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成３０年度～平成３２年度） 

本市では、自治会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等の住民組織が１３の地区を

基盤に活動を展開しており、地域における高齢者の身近な相談窓口である地域包括支援センターも

１２の地区に設置されています。（今年度の１０月より１３地区に設置予定。）地域密着型サービス

については、要介護・要支援の認定を受けている方が、できる限り住み慣れた自宅又は地域で生活

を継続できるようにするため、市内を３つに分けた日常生活圏域ごとに、必要なサービスの整備を

進めます。 

 

３ 募集するサービスの種類及び日常生活圏域 

今回は、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を１か所募集します。 

サービス種別 定員 募集する日常生活圏域 

看護小規模多機能型居宅介護 
２９人まで

(※1) 
第２生活圏域 

(※1) 定員は、登録定員の上限を示しています。 

 

＜日常生活圏域＞ 

第１生活圏域 
茅ヶ崎・元町・新栄町・本村・十間坂・萩園・平太夫新田・今宿・西久保・円

蔵・矢畑・浜之郷・下町屋 

第２生活圏域 

中島・松尾・柳島・柳島海岸・浜見平・南湖・共恵・中海岸・幸町・若松町・

東海岸北・東海岸南・旭が丘・平和町・菱沼海岸・白浜町・浜須賀・松が丘・

出口町・ひばりが丘・美住町・常盤町・富士見町・緑が浜・汐見台・浜竹・松

浪 

第３生活圏域 
行谷・芹沢・堤・下寺尾・香川・みずき・甘沼・松風台・鶴が台・赤羽根・高

田・室田・松林・菱沼・小和田・赤松町・本宿町・代官町・小桜町 

 

４ 開設予定日 

平成３２年度～平成３３年４月１日の間 
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５ 応募条件 

(1) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第４項（第２号から第４号までを除く。）

及び同条第６項（第３号の３から第４号を除く。）に規定する欠格事項に該当しないこと。 

(2) 事業を実施する役員及び従業者が、茅ヶ崎市暴力団排除条例（平成２３年茅ヶ崎市条例第５号）

第２条第３号に定める暴力団員及び第４号に定める暴力団員等並びに第５号に定める暴力団経営

支配法人等に該当する者でないこと。 

(3) 「茅ヶ崎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２５年茅ヶ崎市条例第１０号）」など介護保険関係の例規等の基準を満たすとともに、その他関

連する法令等にも適合すること。 

(4) 事業予定地が、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第２項の規定する市街化区域

であり、本公募に係る事業所の整備が見込める土地であること。また、必要に応じて、茅ヶ崎市

のまちづくり（建築や開発行為などによる土地利用についての規制や指導によって誘導を図るま

ちづくり）等に係る関係機関に相談し、「様式２項番１２」へ指摘事項等を記載すること。 

(5) 応募条件に適合しない場合は、応募を受け付けない又は審査対象外となる場合があります。 

 

６ 応募の手続き 

(1) 応募書類 

今回、応募を希望する法人は、本募集要項に基づき、「（3）応募に関する提出書類一覧」に掲げ

る書類を応募書類として、正本１部と副本８部（コピー可）を「(2)応募種類の提出③提出先」に

提出してください。 

書類の提出にあたっては、書類の番号ごとに仕切紙をつけ、書類の番号を記入したインデック

スを貼付してください。また、書類は原則としてＡ４縦の両面印刷、平面図等はＡ３サイズを基

本として、Ａ４サイズに折りたたんでください。 

※書式の掲載場所 

茅ヶ崎市 ホームページ  

地域密着サービス事業者の公募について

（http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/chiiki/1034464.html） 

トップページ > くらし > お年寄り > 地域密着型サービス等 >地域密着サービス事業者の

公募について 

ページ番号 C1034464（サイト内検索で入力頂きますと当該ページにアクセスできます。） 

(2) 応募書類の提出 

① 期間 平成３１年５月７日（火）から平成３１年７月３１日（水）まで 

※土曜日、日曜日、祝日を除く 

② 時間 午前８時３０分から午後５時００分まで 

③ 提出先 茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課 支援給付担当 

④ 提出方法 応募書類を提出する際は、事前に電話で日時の予約をしたうえで、応募者が直接

持参してください。 
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(3) 応募に関する提出書類一覧       ＊様式は市ホームページからダウンロードできます。 

番号 項目 留意事項 様式 

１ 応募書 所定の様式 様式１ 

２ 茅ヶ崎市地域密着型サービ

ス事業者の公募に係る事業

計画書 

所定の様式 様式２ 

３ 法人の登記事項証明書（履歴

事項証明書） 
３か月以内のもの ― 

４ 法人代表者の経歴書 所定の様式 様式３ 

５ 介護保険事業等運営実績一

覧表 
所定の様式 様式４ 

６ 指導監査実施状況 様式４で掲げた事業所について介護保険法

による過去２年の間、県及び市町村による

指導又は監査の結果及び改善報告書の写し

（指導又は監査が実施されていない場合は

省略可） 

― 

７ 各階平面図・配置図 各室の面積（内法面積）がわかるもの ― 

８ 位置図  ― 

９ 土地・建物の登記事項証明書

（全部事項証明書）及び公図 

新築の場合は土地のみ、既存建物において

開設する場合は土地及び建物について３か

月以内のものを提出 

※公図は対象の土地を赤線などにより囲

い、区域を明らかにすること。 

― 

１０ 土地・建物確保のための折衝

状況 

土地売買または賃貸借契約書等の折衝状況

が確認できる書類又は合意書等（土地・建

物が自己所有である場合は省略可） 
― 

１１ 協力（予定）医療機関 協力（予定）医療機関との折衝状況が確認

できる書類又は合意書等 
― 

１２ 納税証明書 国税の納税証明書（その３の３「法人税と

消費税及び地方消費税」）、法人県民税の納

税証明書及び市町村税の納税証明書（法人

市民税及び固定資産税）（茅ヶ崎市分）又は

納税義務がない旨の申立書（様式５） 

様式５ 

１３ 決算書 過去２年間の貸借対照表及び損益計算書

（設立２年未満の法人は経過年分を提出） 
― 
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１４ 誓約書及び役員等の名簿  様式６ 

１５ 法人の事業概要を記した資

料等 

会社案内、パンフレット等 
 

１６ 開設までのスケジュール 任意様式 ― 

※市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

７ 質問の受付及び回答 

本募集要項に関する質問は、次の通り受け付けます。 

(1) 質問受付期間 平成３１年５月７日（火）から平成３１年６月１４日（金）１７時００分まで 

(2) 質問方法 （様式７）質問書をファクス又は電子メールにて送付してください。 

※電子メールで送付する際は、タイトルを「（法人名）地域密着型サービス整備に関

する質問」としてください。 

(3) 回答 質問に対する回答は、６月２８日（金）に市ホームページ「地域密着型サービス事業者

の公募について」に掲載します。なお、質問の内容が著しく審査に支障をきたす場合は

回答しない場合があります。 

(4) 送付先 茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課 支援給付担当 

（ファクス番号）０４６７－８２－１４３５ 

（メールアドレス）koureikaigo@city.chigasaki.kanagawa.jp 

 

８ 選定方法 

(1) 一次審査（書類審査） 

第７期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき茅ヶ崎市特定施設入居者生活介護

等事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が、応募者から提出された書類の内容を、「平

成３１年度 茅ヶ崎市指定地域密着型サービス事業者選定基準」に照らし審査します。 

(2) 二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

応募者によるプレゼンテーションを実施したうえで、選定委員会による応募者のヒアリング審

査を行います。二次審査は３０分程度を予定しており、追加書類の提出は認めません。二次審査

の詳細は応募者に対し、別途連絡します。 

(3) 事業の実施を予定する事業者の決定 

上記（1）、（2）の得点の合計が第１位である法人を運営事業者、２位である法人を次点者とし

て選定します。 

※審査の結果、「選定事業者なし」とする場合もあります。 

(4) 辞退者が生じた場合の措置 

運営事業者として選定された者が決定を知った日の翌日から起算して１か月以内に辞退を申し

出た場合は、(3)で決定した次点者を繰り上げます。 

 

 

 

mailto:koureikaigo@city.chigasaki.kanagawa.jp
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９ 選定結果の通知等 

選定結果は、応募した全ての事業者に文書により通知します。また、選定された事業者について

は、市ホームページで公表します。 

 

１０ 選定後の手続き 

選定された事業者は、平成３２年度中に事業所の建設等開設準備を行い、事業開始の準備が整

った時点で、市長に指定申請書を提出してください。市長は、提出された指定申請書の審査及び

現地調査の結果を踏まえ、茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会から指定に係

る意見聴取をした後、翌月１日付けで事業所を指定します。申請書の審査及び現地調査の結果、

市長が指定基準を満たさないと判断した場合には、指定しないことがあります。 

 

１１ 公募に係るスケジュール 

平成３１年 

４月２２日（月）      募集要項等の公開 

５月７日（火）       応募書類の受付開始 

５月７日（火）       質問の受付開始 

６月１４日（金）      質問の受付終了 

６月２８日（金）      質問に対する回答 

７月３１日（水）      応募書類の提出期限 

８月上旬          一次審査（書類審査） 

８月下旬          二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

９月以降          選定結果公表 

※以後、指定を前提とした事前協議を開始します。  

平成３２年 

２月～３月         補助金交付に係る市との協議 

４月～６月         補助金交付申請及び交付決定 

７月～           施設整備の実施（建築工事等） 

 

１２ 応募の取下げ 

応募を取下げる場合には、取下書（任意様式）を市に提出してください。 

 

１３ その他留意事項 

(1) 応募にあたっては、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）、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり

条例（平成７年神奈川県条例第５号）及び茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関

する条例（平成１６年条例第９号）等の関係法令等を遵守した事業計画としてください。 

(2) 事業の遂行にあたっては、土地所有者、近隣住民、その他関係者等とトラブルのないよう、

運営事業者の責任で関係者等への詳細な説明を行ってください。 
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(3) 応募書類等の作成に必要な費用、提出に係る一切の費用は事業者負担となります。 

(4) 提出書類は、いかなる理由があっても返却しません。 

(5) 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。 

(6) 原則として、応募書類の提出期限以降は、提出した内容の変更はできませんのでご注意くだ

さい。 

(7) 提出にあたり、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。 

(8) 平成３２年度の補助金として、国の地域医療介護総合確保基金を財源とする予定ですが、現

時点では未定であるため、補助がない場合があることも踏まえて資金計画を策定してください。 

 

１４ 問合せ先 

茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課 支援給付担当 

〒２５３－８６８６ 

茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

電 話 ０４６７－８２－１１１１（内線 ２１２６） 

ファクス ０４６７－８２－１４３５ 

 

 

 

 

※平成で表記された改元日以降の日付は、改元後、新元号で表記された日付に読み替えてください。 


