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       平成 30年 5月 

     石垣市福祉部介護長寿課 
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）整備事業者公募要項 

 

１ 公募の趣旨 

石垣市では、第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成３０年度～平成３２年度）

に基づき、介護サービスの基盤整備を進めていくこととしています。    

そこで、施設入所を必要とする方が長期間自宅で待機することなく入所できるようにす

るため、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備を行う法人を下記のとおり公募

します。今回の公募で選定された法人については、速やかに沖縄県へ認可の事前協議等の

手続きを行うこととなります。 

 

２ 公募施設 

    

介護サービス施設の種類 整備地区 整備数 定員 

広域型特別養護老人ホーム 市内全域 １か所 50人 

  ※整備の形態はユニット型とし、１ユニットの定員は10人以下とする。 

  ※ショートステイ併設も可能とする。 

   

３ 整備年度 

   平成３１年度 

 

４ 応募資格 

下記の全ての要件を満たす者であること 

（１） 沖縄県内に主たる事務所を有する社会福祉法人、又は沖縄県内に主たる事務所

を有する社会福祉法人の創設を予定している者（ただし、事業所の開設に支障

のないスケジュールで認可を受けられることと設立準備委員会を組織した上で

応募することが条件） 

（２） 社会福祉法第７２条、介護保険法第８６条第２項各号に該当しないこと。 

（３） 法人の役員又は役員予定者に、破産者又は禁固以上の刑に処せられた者がいな

いこと。 

（４） 法人及び役員又は役員予定者について、国税及び地方税等の税の滞納がないこ

と。 

（５） 法人の役員又は役員予定者に、石垣市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、

暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者がいないこと。  

 

５ 主な応募要件 

（１） 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）、老人福祉法（昭和３８年法律代１３

３号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、その他諸法令及び施設の運
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営等に関する基準等を遵守すること。 

（２） 基準は、「沖縄県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例」（平成２４年１２月２６日公布、沖縄県条例第８０号） 

（３） 都市計画法、農地法、文化財保護法、石垣市福祉のまちづくり条例、石垣市景

観地区条例などの利用制限や規制など、施設整備に支障がないことを事業者に

おいて関係機関と事前に確認したうえで用地を選定すること。また、開発行為

の許認可が確実に得られる用地であること。 

（４） 施設建設予定地は原則として事業者が所有権を有していること。または、土地

取得の見込みが担保されていること。 

（５） 施設用地は特例として借地も可能であるが、当該事業の存続に必要となる十分

な期間の地上権又は賃借権を設定する見込みを証する書類を提出すること。 

（６） 公募申請以降の整備予定地の変更は認められません。 

（７） 施設建設予定地の地元自治会及び隣接する土地所有者等に建物と事業内容等に

ついての説明を行い、地域住民の同意を得るとともにその経過等を提出するこ

と。 

 

６ 応募の方法等 

（１） 応募する法人等は、別紙１の公募書類一覧にある関係書類（介護長寿課ホーム

ページからダウンロードすること）を提出してください。 

（２） スケジュール（日程は変更する場合あり） 

 

日付 事項 

平成３０年５月１８日（金）～ 
市ホームページへ公募要項等を掲載、公募に

関する質問受付 

６月２７日（水） 公募に関する質問の締め切り 

７月２日（月）～７月１２日（木） 公募書類受付 

７月中旬 第一次審査 

７月下旬 第二次審査 

８月～平成３２年度末（２０２１年

３月末） 

県との協議を経て平成３２年度末（２０２１

年３月末）までに開設 

 

（３） 書類の受付期間 

平成３０年７月２日（月）から７月１２日（木）まで（土曜、日曜を除く） 

午前９時から午後４時３０分まで 

※応募書類は予め電話予約の上、原則として提出場所に持参するものとする。
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特別な事情により持参できない場合は、電話連絡のうえ書留郵便により提出す

る。書留郵便による提出は平成３０年７月１２日（木）必着。 

 

（４） 提出部数 

正本１部、副本１１部（コピー可、１部はインデックスなしで） 

（５） 作成上の注意 

① 提出書類はＡ４版で左綴じとし、表紙及び全体の目次ページを付けるとともに、

各書類にはページ下部中央にページ番号を付すこと。 

② 提出書類は書類名（略称可）が分かるように右端にインデックスを添付し、フ

ァイルに綴ること。ただし、平面図等についてはＡ３版でも可とする。 

③ 表紙に「特別養護老人ホーム応募申込書」および法人名を記載すること。 

④ 提出書類不備・不足の場合、審査の対象から除外となるため注意すること。 

 

７ 施設整備に対する補助について 

下記の補助金が沖縄県から予算の範囲内で交付される予定です。ただし、今後変更さ

れる場合もありますのであくまで参考としてください。 

 

 

８ 事業者の選定について 

整備予定事業者の選定は、下記の方法で行います。 

（１） 選定方法 

① 予定事業者は、石垣市特別養護老人ホーム整備法人審査選定委員会において

選定し、市長が決定します。 

② 予定事業者の応募がない場合及び事業予定者が決定しなかった場合は、再度

公募を行う場合があります。 

③ 審査の結果、整備予定事業者なしとする場合があります。 

（２） 審査の手順  

補助金 施設区分 補助単価 単位 対象軽費 

沖縄県老人福祉

施設整備費補助

金 

特別養護老人ホ

ーム 

２，５８６千円 床数 施設の整備等に必要な工

事費又は工事請負費、工

事事務費。 併設ショートス

テイ 

２，５８６千円

  

床数 

沖縄県地域医療

介護総合確保基

金事業（介護施設

等の施設開設準

備軽費等支援事

業）補助金 

特別養護老人ホ

ーム 

６２１千円 定員数 施設の開所に必要な需用費、使

用料及び賃借料、備品購入費、

報酬、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。開設６月以

内の経費に限る。 
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① 第一次審査は、申請書類審査、資格確認及び現地調査を行い評価します。 

② 第二次審査は、一時審査通過者に対してプレゼンテーション及び質疑応答に

より、本事業に対する考え方や、理念、理解度等を確認し総合的に評価しま

す。 

（３） プレゼンテーションの実施 

① 開催日時：７月の第４週中を予定。第一次審査通過者へ連絡。 

② 開催場所：石垣市役所 

③ 参加人数：３人以内。出席者は管理者又は事業者の運営に関わっている者に

限ります。また、出席者の内、１名は代表者又は管理者とします。 

④ 提案時間：提案内容について１事業者あたり説明２５分程度、質疑２０分程

度の計４５分程度を予定。 

⑤ 機材等：プレゼンテーションに使用するスクリーン及びプロジェクターは石

垣市が準備します。その他の機器については応募者が準備すること。 

（４） 選定の主な視点 

① 施設運営の考え方 

・法人等の理念や応募動機 

・施設の運営方針 

・地域住民との連携 

② 整備計画の妥当性 

・立地条件 

・敷地の状況 

・施設の設置基準 

・職員の採用計画並びに研修計画 

・資金計画 

・施設運営の収支計画 

③ 法人の運営状況 

・法人の財務状況 

・監査の指摘状況 

・入居者の処遇等に対する積極的な改善の取組み 

（５） 選定結果の通知 

① 選定結果は応募されたすべての事業者に文書により通知します。 

② 選定結果についての異議申し立ては、一切受け付けません。 

③ 選定した事業候補者の名称及び予定地等は、石垣市のホームページ上で公表

します。 

 

９ 質問事項等について 

公募要項に関する質問は、質問送付票（様式第１０号）によりＦＡＸ及びＥメールで

石垣市介護長寿課あて提出すること。 
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質問に関する回答は、質問票提出者にＦＡＸ及びＥメールで回答するとともに、市ホ

ームページ上で質問内容（質問法人等の名称は省く）及び回答を掲載します。 

 

１０ 応募に際しての留意事項 

（１）提出書類の取扱い 

① 公募の公平性を期すため、石垣市が一旦受理した書類については、内容 

の変更は認めません。 

② 提出された書類は、如何なる理由に関わらず返却いたしません。 

③ 提出書類中の個人情報については、本選定以外の用途には使用しません。 

（２）費用負担 

応募に関して要した費用は、すべて申請者の負担とします。選定後の事業計画の中

止又は選定されなかったことによる一切の損害等について石垣市は責任を負いませ

ん。 

（３）追加資料の提出 

指定予定事業者の選定にあたり、別途確認が必要とされた場合、追加資料の提出

を求める場合があります。 

（４）応募の辞退 

応募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

（５）審査対象の除外等 

 次のいずれかに該当する法人等は、審査の対象から除外し、審査後に発覚した場合

は応募を無効とします。 

① 応募書類及び追加資料の内容に虚偽又は不正があったとき。 

② 石垣市特別養護老人ホーム整備法人選定委員会の構成員に個別に接触したと

き。 

③ その他不正な行為があったとき。 

 

 

１１ 応募書類及び質問票提出先 

    石垣市福祉部介護長寿課（石垣市役所１階） 

    電話 ：０９８０－８２－７１５８ 

    ＦＡＸ：０９８０－８３－５５２５ 

    Ｅmail：kaigo@city.ishigaki.okinawa.jp 
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別紙１ 公募書類一覧 

  応   募   書   類 備 考 

特別養護老人ホーム応募書（様式第１号）     

施設設置の考え方（様式第２号）  

社会福祉施設整備計画書（様式第３号）  

社会福祉法人調書（様式第４号）  

借入金償還（計画）調書（様式第５号） 借入を予定している場合 

資産申立書（様式第６号） 寄付を予定している場合 

役員履歴書（様式第７号） 
法人創設予定者の場合は役員予定者の

履歴書及び就任同意書 

印鑑証明書 寄付契約書等に押印がある場合 

整備計画に関する理事会議事録 
法人創設予定者の場合は設立準備委員

会議事録 

登記簿、公図  

見積書、仕分書  

位置図、配置図、平面図、立面図、居室内

配置図、各室別面積表 
 

計画全体の工程表  

周辺住民同意書 施設整備予定地の自治会長等の同意書 

資金収支計画（様式第８号） 開設後3年分 

法人の定款、登記事項全部証明書及び印鑑

証明書 

法人創設予定者の場合は定款案、計画

に関連する法人等の書類 

過去3年間（平成27、28、29年度）の法人の

賃借対照表及び収支計算書、その他法人の

財務状況を明らかにすることができる書類 

法人創設予定者の場合は計画に関連す

る法人等の書類 

過去3年間（平成27、28、29年度）の法人の

事業報告書、その他法人の業務内容を明ら

かにすることができる書類 

法人創設予定者の場合は計画に関連す

る法人等の書類 
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過去3年間（平成27、28、29年度）の法人監

査、施設監査、実地指導等の指摘事項及びそ

の他改善報告書 

法人創設予定者の場合は計画に関連す

る法人等の書類 

過去3年間（平成27、28、29年度）に施設の

利用者やその家族からの苦情処理状況及び

満足度調査、第三者評価等を実施している場

合は、その方法と実績がわかる書類 

法人創設予定者の場合は具体的な実施

案、計画に関連する法人等の書類 

過去3年間（平成27、28、29年度）の国税及

び地方税の納税証明書 

法人創設予定者の場合は計画に関連す

る法人等の書類 

応募資格要件に該当することの申立書（様式

第９号） 
 


