
別海町地域密着型サービス事業者公募要項 

 

１ 公募の趣旨 

 別海町では、認知症高齢者や要介護高齢者等ができる限り住み慣れた地域で自分らし

い生活を継続できるよう支えることを目的として、第７期介護保険事業計画（平成３０

年度から平成３２年度）に基づき、地域密着型サービスの基盤整備を進めています。 

本公募は、介護サービスの提供事業者のない東地区(尾岱沼)に通所サービスを中心と

し、訪問・宿泊サービスの提供を目的とした「小規模多機能型居宅介護」及び「介護予

防拠点としてのサロン機能」の基盤整備について、公募により事業予定者を選定するた

めに行うものです。 

 

２ 公募する地域密着型サービスの種別及び整備数 

サービス種別 募集圏域 募集事業者数 整備数 定員（１日） 

小規模多機能型居宅介護 

（介護予防を含む） 

東圏域 １事業者 

１施設 
通所１８人 

宿泊９人 

介護予防拠点 

（サロン機能） 
上記施設に併設 １０人程度 

 

３ 応募要件 

  以下の要件をすべて満たす法人であること 

（１）介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号に定める欠格 

事項に該当しないこと。 

（２）原則として、平成３１年度中に施設整備が完了し、サービスの提供を開始できるこ 

と。 

（３）介護保険法に基づく介護保険施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・ 

  介護療養型医療施設）又は地域密着型サービスの１年以上の運営実績を有しているこ 

  と。 

（４）施設建設、整備準備及び事業運営に必要な資力を十分に有する者であり、介護保険

法及び老人福祉法等の関係法令を十分理解し、高齢者の様々なニーズ等にきめ細やか

に応えることができる能力及び意欲を有しており、介護に従事する人材確保を含め、

事業を長期的に安定した運営ができる事業者とします。 

（５）尾岱沼地区の「ふれあい・いきいきサロン」の運営を行うこと。 

 

４ 応募手続き 

 本公募に申し込みを希望する事業者は、提出書類一覧表に記載している応募に必要な

書類を下記により提出してください。 



なお、提出にあたっては事前連絡をお願いします。 

（１）募集期間  平成３１年４月５日から平成３１年４月２６日まで 

         午前８時４５分から午後５時３０分まで（土曜・日曜・祝日を除く） 

         ※郵送による書類の受付はいたしません。 

         ※募集期間を経過した場合、理由の如何を問わず書類の受理は致しま

せん。 

（２）提出先   〒086-0205 

        北海道野付郡別海町別海常盤町 280 番地 

        別海町役場 福祉部介護支援課 介護保険担当 

        ＴＥＬ：0153-75-2111（内線 1315・1316） 

        ＦＡＸ：0153-75-2773 

 

５ 土地・建物 

（１） 事業者が土地等を確保する場合 

  事業を実施するに当たり、土地等の所有権を有すること又は取得の見込みがある

こと。借地権の場合は、契約終結が確実であること。 

      併せて、尾岱沼連合町内会及び床丹町内会の同意を得ること。 

（２） 町で指定する町有地を使用する場合 

① 建設予定地の指定状況等 

ⅰ 建設予定地の所在地番：野付郡別海町尾岱沼潮見町１２２番地８ 

ⅱ 敷地面積：４，３２１㎡ 

ⅲ 土地所有者：別海町 

② 介護施設の整備の促進を図るため、当該町有地を貸与します。 

③ 老人福祉法、介護保険法、社会福祉法、都市計画法、建築基準法、消防法、その他

関係法令等を遵守するとともに、必要に応じて、関係機関と事前に協議の上、計画

を策定してください。 

また、施設設計にあたっては、周辺の住環境に十分配慮して下さい。 

 

６ 補助金 

  当該施設整備にあたり、北海道が定める介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交

付要綱等に基づく別海町公的介護施設等基盤整備費補助金及び別海町介護施設開設準備

経費助成特別対策事業費補助金を交付する予定です。 

 

７ ふれあい・いきいきサロンの運営について 

① 運営にあたり、運営費は「別海町ふれあい・いきいきサロン運営費補助金交付要綱」

により補助します。 

ⅰ 管理人費、維持管理費（燃料費、光熱水費、保険料、通信費、会議費、事務費

等）２，４００，０００円を限度額とした実費を補助します。 



② 補助金交付にあたり、「サロン運営に関する計画書」の提出が必要となります。 

③ 運営にあたり、町及び現在の運営主体である「尾岱沼連合町内会」と打ち合わせ会

議を開催すること。 

     

８ 応募申込 

応募申し込みをする事業者は、次のとおりサービスの種類ごとに、以下の応募様式を 

５部（正本１部、副本（写し可）４部）提出してください。なお、町のホームページの 

「応募に関する提出書類様式」に様式等を掲載してますので、ダウンロードしてご利 

用ください。 

提出書類一覧表 

見出し 

大番号 

見出し 

小番号 
提出書類 様式 備考 

事前 

協議書 

 指定地域密着型（介護予防）サービス事業設置

事前協議書 
有 

 

１ 

１－１ 

開設法人の概要 有 
様式に加え、法人のパンフレット等

の資料添付可 

代表者経歴書 有  

法人市・町民税の納税証明書 市町村発行  

代表者の市町村民税納税証明書 市町村発行  

定款又は寄付行為等及び登記事項証明書等 無 最新のもの 

誓約書 有  

１－２ 

資金計画 有  

償還（返済）計画書 金融機関発行 有する場合のみ添付 

収支計画 有  

１－３ 

法人資産等の概要 有  

預金残高証明書 金融機関発行 
法人口座の証明（１カ月以内に発行

されたもの） 

２ 

 土地・建物の概要 有  

２－１ 予定地付近図 A４版 予定地を中心とする 1/2500 図 

２－２ 施設平面図 A３版 
可能な限り詳細なもの（面積、設備

等） 

２－３ 
土地・建物の登記簿謄本又は登記事項証明書 無 所有の場合のみ 

土地・建物の賃貸借等（仮）契約書 無 賃貸の場合のみ 

３ 
 

従業員等配置計画 有 
給与、労働条件については給与規則、

就業規則の添付に代えても良い 

４ 
 

利用者支援について 有 
運営規定（案）、重要事項説明（案）

がある場合は添付 

 



９ 提出書類の形態 

 提出書類は、次の要領で整えフラットファイルに綴じてください。 

（１） 全体の目次をつける。 

（２） 資料番号（提出書類一覧等に記載されている番号）毎に白紙の表紙を付け、表紙 

ごとにインデックスをつける。 

（３） 資料を綴じる順番は資料番号の順番とする。 

（４） 左側で綴じる。 

（５） 資料はＡ４サイズとし、図面等がＡ３サイズとなる場合は折りたたむ。またＡ４ 

サイズより小さくなる場合は、拡大コピーを行うか台紙等に貼り付ける。 

（６） 表紙には法人名を記入し、原本を綴じているものには、【原本分】と記入する。 

 

 

※提出書類の綴じ方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域密着型サービス整備事業 

（サービスの種類） 

法人名 

1 

2 

3 

白表紙ごとに番号標記の

インデックスをつける 



10 設置候補者の選定 

（１）  設置候補者の選定方法 

     書類審査、ヒアリング審査、実地調査等を行い、別海町介護保険事業計画等策定委

員会の意見を踏まえ総合的に評価を行い、別海町長が決定します。 

（２）  設置候補者の選定は、本事業の目的が達成できないと判断した場合には、選定しな 

い場合があります。 

11 公募スケジュール 

№ 日程 内容 

1 ２０１９年４月５日 ホームページによる公募の告知 

2 ２０１９年４月５日～２０１９年４月２６日 応募書類の提出期間 

3 ２０１９年４月５日～２０１９年４月１９日 質疑期間 

4 ２０１９年５月中旬～下旬 ヒアリング及び審査 

5 ２０１９年６月上旬（予定） 事業者選定 

6 ２０１９年６月上旬（予定） 結果通知 

※上記の公募スケジュールはあくまでも予定ですので変更する場合があります。変更した

場合は、その都度別海町ホームページで公開します。 

 

12 審査結果の通知 

（２） 応募されたすべての事業者に対し、審査の結果を文書で通知します。 

（３） 審査結果についての異議申し立ては、一切受け付けません。 

（４） 次の事由に該当する場合は失格とし、審査の対象としません。 

① 提出書類に不備がある場合 

② 提出書類に虚偽の記載がある場合 

③ 町民の疑惑や不信を招くような行為をしたと町長が認めた場合 

 

13 質疑及び回答 

 応募に関する質問がある場合は、質問内容を簡潔にまとめた「質問書」を、ＦＡＸ、

Ｅメール又は書面の持参により４月１９日までに提出してください。 

なお、質疑期間以降の質問や、見解の相違を防ぐため電話など口頭による質問の受付

は行いません。 

回答につきましては、町のホームページで公表します。 

〈送付先〉 

別海町役場 福祉部 介護支援課 介護保険担当 宛 

ＦＡＸ：0153-75-2773 

E-Mail：kaigosien@betsukai.jp 

 

 

 



14 遵守事項 

（１） 必要に応じて別海町から資料の提出を求められた場合は、速やかに提出すること。 

（２） 事業者に選定された場合は、速やかに事業開始準備に着手するとともに、随時進

捗状況を別海町に報告すること。 

（３） 施設整備にあたっては、事前に別海町と十分相談をしたうえで進めること。 

 

 

15 応募の辞退 

 応募後、選考までに、やむを得ない理由等で辞退する場合は、辞退理由を明記の上、

法人名・代表者名の署名、法人印の押印のある辞退届を提出してください。選定された

後に辞退することは、町の計画全体に大きな支障をきたすことになりますので、その影

響を十分に認識した上で、確実に事業が実施できる見込みをもって応募してください。 

 

16 その他 

（１） この募集に関する一切の費用（書類作成及び証明にかかる費用負担等）について 

は、設置希望者の負担とします。 

（２） 提出された書類は、理由を問わず返却しませんのでご了承ください。 


