
 

地域密着型施設の      

施設公募手続きの手引き  
 

 

  

令和 2 年 1 月  

富里市健康福祉部高齢者福祉課  



目次  

 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１  

 

１ 地域密着型サービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・２  

 

２ 施設整備の補助対象について・・・・・・・・・・・・・・・・・４  

 

３ 整備に当たっての基本的事項について・・・・・・・・・・・・・７  

 

４ 整備のスケジュールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・９  

 

５ 設備基準等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１  

 

６ 資金計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２  

 

 

  



1 

 

はじめに  

 

 富里市では、市介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービスの整備を

進めています。  

 地域密着型通所介護を除く地域密着型サービスの整備にあたっては、市介

護保険事業計画により総量規制を行っていることと、高齢者が住み慣れた地

域で自分らしい生活を尐しでも長く続けための支援を良質のものにするため、

より良い整備事業者を選定する目的で整備事業者を公募により募っています。 

 本手引きは、市が実施する公募の手続きやスケジュールの流れ、補助金等

について、整備を検討している事業者の参考となるよう作成しました。  

 なお、公募は毎年度実施するわけではありません。また、補助金交付につ

いても必ずしも交付を約束できるものではなく、市及び千葉県の予算範囲内

で採択します。あらかじめご了承ください。  

  



2 

 

第 1 章 地域密着型サービスについて  

 

１．地域密着型サービスとは  

 平成１８年４月の介護保険制度の改正により、高齢者が要介護状態となっ

ても、可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活が継続できるようにするため、

身近な市町村で支援が提供されるサービスとして「地域密着型サービス」が

創設されました。このサービスは、原則としてその市町村の住民のみが利用

可能なものであり、その市町村が事業者の指定及び指導・監督を行うことに

なりました。  

 

２．主な地域密着型サービスの種類  

（１）小規模多機能型居宅介護  

   通いを中心に、短期間の宿泊や訪問を組合せた多機能なサービス  

 

（２）定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

   定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を２４時間いつでも受

けられるサービス  

 

（３）地域密着型通所介護（デイサービス）  

   定員が１８人以下の小規模な通所介護（デイサービス）  

 

（４）認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  

   認知症の人が共同生活する住居で、日常生活上の世話や機能訓練など

を受けられるサービス  

 

（５）認知症対応型通所介護  

認知症の人に通ってもらい、食事、入浴等の日常生活上の支援や生活

機能訓練など受けられる通所介護（デイサービス）  

 

（６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

定員が２９人以下の介護老人福祉施設で、日常生活上の世話や機能訓

練などを受けられるサービス  
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３．関係する法令等  

・介護保険法  

・介護保険法施行規則  

・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（以

下「人員、設備基準」とする）  

・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（以下「特養基準」と

す      る）  

・富里市指定地域密着型サービス基準条例（以下「市条例」とする。）  

 

４．文言の定義  

文  言  定  義  

地域密着型サービス  

介護保険財源及びサービス受給者か

らの利用料を原資として行う介護サ

ービス  

地域密着型サービス事業者  

業として地域密着型サービスを提供

する法人等（国保連合会に介護給付

費等の請求を行う事業者）  

地域密着型サービス事業所  
介護保険サービス（地域密着型サー

ビス）を提供する事業者の運営拠点  

介護施設  地域密着型サービス事業所と同意  

地域密着型サービス施設  地域密着型サービス事業所と同意  

地域密着型サービス施設等  
地域密着型サービスと地域密着型サ

ービス事業所のこと  
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第２章 施設整備の補助対象について  

 

 下記の地域密着型サービス施設等を整備するにあたって、市では、補助事

業を設けています。  

ただし、補助事業については、市の予算範囲内で採択しますので、あらか

じめご了承ください。ただし、土地代金に対する補助制度はありません。  

 

１．補助金名  

  富里市介護施設等整備事業補助金  

 

２．補助対象施設等  

施設種別  対象経費  

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護（地域密着型

特別養護老人ホーム  

（１）施設整備分  

施設の整備に必要な工事費又は工事請負

費、工事事務費（工事施工のあめ直接必要

な事務であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費、設計監督料等を指し、

工事請負費の２．６％に相当する額を限度） 

 

（２） 開設準備分  

 市背の円滑な開設等の際に必要な需用

費、使用料及び賃借料、備品購入費、報酬

費、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、

役務費、委託料等  

認知症対応型共同生活介護  

小規模多機能型居宅介護  

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護  

 

３．補助制度の流れ  

 

 

国 交付金 千葉県 交付金 市 補助金 事業者 
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４．補助金の算定基準  

（１）施設整備分の補助基準額等  

施設等の種類  算定基準単価（上限額）  

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護（地域密着型特別養護老

人ホーム）※ユニット型が基本  

４，５００千円／整備床数  

認知症対応型共同生活介護の整備  ３２，０００千円／整備施設数  

認知症対応型共同生活介護の  

ユニット増設  
３２，０００千円／増ユニット数  

ユニット増設を伴わない認知症対

応型共同生活介護の居室増築  

３２，０００千円に９／１０及び  

増床数を乗じた額  

小規模多機能型居宅介護の整備  ３２，０００千円／整備施設数  

小規模多機能型居宅介護の増築  

※宿泊定員の増員を伴うもの  

１６，０００千円に９／１０及び  

増床数を乗じた額  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ５，６７０千円／整備施設数  

看護小規模多機能型居宅介護  ３２，０００千円／整備施設数  

看護小規模多機能型居宅介護の  

増築※宿泊定員の増員を伴うもの  

１６，０００千円に９／１０及び  

増床数を乗じた額  

 ※実際の補助金交付額は、県交付金の状況により変更する場合があります。 

 

（２）開設準備経費等補助基準額  

施設等の種類  算定基準単価（上限額）  

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護（地域密着型特別養護老

人ホーム）、認知症対応型共同生活

介護、小規模多機能型居宅介護、看

護小規模多機能型居宅介護  

８００千円／定員数  

※小規模多機能型居宅介護、看護小

規模多機能型居宅介護は、宿泊定員

数  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  １３，３００千円／整備施設数  

 ※実際の補助金交付額は、県交付金の状況により変更する場合があります。 

 

①対象経費  

  開設又は増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備

品設置に伴う工事請負費を含む。）、報酬費、給料、職員手当等、共済費、

賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費  
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 ②対象となる準備期間  

  開設６ヶ月前から開設までの期間を対象とします。  

 

５．補助制度を活用する際の注意点  

 ・補助金により整備した箇所を目的外に使用すると、補助金の返還となる

場合があります。  

・「千葉県暴力団排除条例」及び「富里市補助金等交付規則」等により、事

業者の役員等に暴力団員が含まれている等の場合には、補助を受けるこ

とができません。  

 ・土地代金に対する補助制度はありません。  

  



7 

 

第３章 整備に当たっての基本的事項について  

 

 地域密着型サービス施設等の整備に当たっては、高齢者が住み慣れた地域

で安心して暮らし続けられるように、計画に掲げた整備目標数を基本として、

予算の範囲内で整備を推進します。  

 

１．計画を踏まえた整備  

  地域密着型サービス施設等の整備については、富里市の介護保険事業計

画ごとの整備目標数を基本として整備することとしています。  

  場合によっては、サービスが不足する生活圏域を限定して整備目標を設

定することもあります。  

 

２．整備方法  

  市は、介護保険事業計画に基づいて地域密着型サービス施設等の整備す

る際は、整備する事業者を公募手続きにより事業者を募り、市が設置する

選定委員会の審査を経て選定します。  

  その後、選定により決定された事業者は地域密着型サービス施設等の整

備（整備に関する法的手続き、工事等）を行うことが可能になります。  

 

３．市等との事前相談  

  地域密着型サービス施設等の整備を検討・計画している事業者の方は、

下記の点について、市等に問い合わせください。  

   

内  容  相 談 先  

整備目標・公募の実施等   高齢者福祉課  介護保険班  

サービス事業者の指定基準  高齢者福祉課  介護保険班  

整備予定地の造成等  都市計画課  宅地建築班  

建物の建築    千葉県成田整備事務所  

地域密着型特別養護老人ホームの施

設設置許可  
千葉県高齢者福祉課  施設整備班  
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４．整備計画  

  事業者の方は事前相談を踏まえて整備の具体的な計画を作成することに

なります。具体的な計画とは、公募手続きに提出する資料の基礎となるも

のを指し、敷地の利用計画、建物配置、構造、平面・立面図、介護人材等

の配置、備品、資金計画、近隣住民への説明等のことを言います。  

  そのため、関係する行政機関との十分な協議や近隣住民や地域との話し

合いを行ってください。  
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第４章 整備のスケジュールについて  

 

整備スケジュールは、概ね次のようになっています。変更する場合もあり

ますので、あらかじめご了承ください。  

なお、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護

老人ホーム）」の場合は、千葉県高齢者福祉課が発行する『地域密着型特別養

護老人ホーム建設の手引き【事業者向け】』をご覧ください。  

 

時  期  内  容  

（公募前）  

 
（市等への事前相談・調整）  

（計画予定地の検討）  

（設計コンサルタント等との相談）  

（計画予定地近隣への説明）  

（具体的な計画の検討、作成）  

 

○公募（要綱公開から選定までおおよそ２ヶ月から２ヶ月半）  

（公募開始２～３

週間位前）  

公募実施の要綱が市ホームページに掲載されます。  

（公募開始）  

（公募期間１カ月

程度）  

応募を受付けます。  

（公募終了後  １０

日後程度）  

選定委員会の開催。市が設置する選定委員会が、公募

案件の中から整備に相応しい事業者を選定します。  

（選定後、２～３日

後）  

選定結果を当選事業者に送付します。  

 

○整備事業開始  

（選定通知受領後） 施設整備のための土木・建築関係の行政手続きを開始

します。  

（土木・建築関係の

手続き完了後）  

施設を整備するための工事等が可能になります。  

（土木・建築関係の

手続き完了後）  

介護施設に際し、市補助金を活用する場合は、この時

点（工事着工前）で補助金申請します。  

工事着工後の申請は、補助事業の事前着工にあたりま
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すので補助金が交付できなくなります。ご注意くださ

い。  

（建物外装、内装工

事終了前後）  

介護施設の開設に必要な備品等を市補助金を活用して

準備する場合は、この時点（備品購入の６ヶ月前まで

に申請が必要です）で補助金申請します。  

（工事竣工後）  建築確認等、土木・建築関係の行政手続きの完了検査

を受けます。検査に合格すると、建物が事業者に引き

渡されます。  

施設整備分の補助金実績報告を市に提出します。  

介護保険法上の指定許可申請（施設開設の許可申請）

を行います。（開設予定の２ヶ月前を目標に申請してく

ださい。）  

開設準備分の補助金実績報告を市に提出します。  
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第５章 設備基準等について  

  

 設備基準等の概要は、別冊『地域密着型施設の人員基準・設備基準等手引

き』（富里市高齢者福祉課  ２０２０年１月）をご覧ください。  
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第６章 資金計画について  

 

１．資金計画の概要  

  施設整備しようとする場合、建設時の資金やサービス開始後の運転資金

等について、長期・短期の資金計画を立てることが必要です。建設の中断

や開所後の運営に支障をきたすことがないように余裕を持った資金計画を

立てる必要があります。  

  建設時の資金については、金融機関からの融資を受けることができます

が、総事業費から補助金、金融機関の融資額を除いた額については、自己

資金または寄附金により調達する必要があります。  

 

２．施設整備に必要な資金について  

  概ね下記の資金が必要となります。  

（１）補助内示前の各種費用（基本設計、設立準備委員会の運営費等）  

  ・内示前費用は、補助対象外となります。  

・新設法人の場合、法人設立前の費用は法人負担とせず、設立代表者又

は寄附者による負担としてください。  

（２）建設資金（建設資金、設備備品資金、土地取得資金等、その他費用  

（３）建設中の法人運営等に必要な資金（事務局職員等の人件費、会議費、  

開発許可、水利権等、水道負担金、その他費用）  

（４）施設開設までの資金（開設前の介護職員等の研修費及び人件費、広告

費    

等、登記費用、火災保険、その他費用）  

（５）開設後の運転資金  

 

  事業開始後数ヶ月はサービス利用者が定員に満たないこと、介護報酬等

の入金に２ヶ月程度かかることなどから、自己資金又は寄附金を財源とし

たサービス開始後の運転資金の準備が必要となります。  

  そのため、介護保険事業を行う場合にあっては、想定される年間事業費

の１２分の３以上に相当する運転資金を予め準備してください。  

  また、既存法人においては、併せて既存事業の運営資金を確保しておく

必要があります。  

 

３．自己資金について  

  自己資金については、計画段階で確実な資金を有していることが必要で
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す。  

  不動産等の売却の対価を自己資金に見込む場合は、売買契約書等により

自己資金として確保されることが確認できる必要があります。  

  なお、自己資金として借入金（民間金融機関、他法人及び個人からの融

資）を見込むことはできません。  

 

４．寄附金について  

  自己資金として寄附金を見込む場合、寄附者の意思・寄附能力及び資金

の源泉（例：長年の貯蓄や不動産売却等）が明確に確認できることが必要

です。寄附の安全性・確実性を確認するため、関係書類（例：贈与契約書、

過去３年程度の預金残高証明書、預金通帳写し等）の提出を求めます。  

 【寄付が認められない事例】  

 ①法人と利害関係のある者（例：建設工事請負業者、備品納入業者、業務  

  委託業者及びその下請け業者とこれら業者の役員）からの寄附  

 ②公職選挙法に抵触する寄附  

 ③手持ち現金等出所不明な資金  
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富里市 健康福祉部 

高齢者福祉課 介護保険班  

 

電話 ０４７６－９３－４９８０（班直通）  

Mail kourei@city.tomisato.lg.jp 


