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１．公募の趣旨 

地域密着型サービスは、高齢者の方が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域

において、安心した生活を送ることができるよう、身近な地域で提供されるサービスです。 

「第７期弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」（2018 年度～2020 年度）に基づ

き、「看護小規模多機能型居宅介護事業所」及び「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所」の指定予定事業者を決定するために公募するものであります。 

 

２．サービスの種類及び整備数と公募圏域 

公募する地域密着型サービスの種類及び整備数と公募圏域は以下のとおりです。 

 （１）看護小規模多機能型居宅介護  

・整 備 数：4 事業所 

・公募圏域：第３、東部、西部、南部 

    ※小規模多機能型居宅介護からの転換も可能とします。 

  

３．施設整備に関する補助金について 

国あるいは、県の補助金制度の活用を予定しておりますが、今年度の支援内容が定まって 

いないことから未定となっています。 

    

４．公募スケジュール 

（１）公募の告知 

    令和元年１０月１日(火)から「弘前市ホームページ」にて告知 

（２）公募要項の配布 

     ア．配布期間：令和元年１０月１日(火)～令和元年１０月３１日(木) 

           （ただし、土・日及び祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

     イ．配布場所：弘前市介護福祉課 介護事業係（弘前市役所前川本館１階） 

（３）公募に関する質問 

     ア．受付期間：令和元年１０月１日(火)～令和元年１０月１５日(火) 

（ただし、土・日及び祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

            ※受付期間終了後の質問にはお答えできませんので、ご注意ください。 

     イ．質問方法：弘前市介護福祉課介護事業係まで、質問票（様式 16）を FAX 又は 

Ｅメールで提出してください。 

ウ．回答方法：FAX 又はＥメールで回答するとともに必要に応じて市のホームペー 

ジに掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 



（４）公募書類の受付 

ア．受付期間：令和元年１０月１日(火)～令和元年１０月３１日(木) 

           （ただし、土・日及び祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

イ．受付方法：弘前市介護福祉課介護事業係に持参してください。 

           ※申請書類は、郵便等での受付はいたしません。 

ウ．提 出 物：①申請書類一式を正本１部及び副本 5 部（副本はコピー可） 

       ②申請書類一式の Excel データ［.xls 又は.xlsx 形式］ 

       （データの提出は CD-R またはＥメールとし、CD-R の返却はいたし

ません。） 

  

５．応募にあたっての留意事項 

（１）応募者は、法人格をもつ団体であり、弘前市内に本社又は支店、営業所等を有してい

ること。 

（２）整備事業の運営を直接行う事業者であること。 

（３）社会福祉法人においては、応募申請について理事会または評議員会で承認されている

こと。（ただし、評議員会をおかない社会福祉法人にあっては、理事会で承認されて

いること。） 

（４）応募にあたっては、介護保険法
．．．．．

、建築基準法
．．．．．

、消防法
．．．

、農地法等
．．．．

の関係法令の基準を

遵守していることが前提となりますが、法令等による規制がある場合は、関係機関と

十分に協議を行ってください。（※特に農業振興地区
．．．．．．

等においては、整備年度内に開

発行為を行うことができない場合がありますので事前に担当部局にご確認ください） 

（５）土地、建物については、事業を実施する事業者の所有であることが望ましいが、取得

等が見込まれる場合も可とする。また、借地借家の場合については、事業の継続性を

保証するため、土地及び建物は、少なくとも 30 年間以上の賃貸借契約が締結され、

建物については、新築もしくは改修を開設者が行う場合に可とする。（申請書類の様

式 14 の土地売買（土地賃借）にかかる誓約書を提出すること。） 

    なお、自己所有及び賃貸に関わらず、登記簿等において事業に供する目的以外に権

利義務関係が無いこと。 

（６）令和２年度中に整備が完了し、令和３年度からサービスの提供が見込めること。 

また、市街化調整区域
．．．．．．．

に施設の新設等を計画する場合は、都市計画担当部局との開発
．．．．．．．．．．．．

協議を事前に行う
．．．．．．．．

など、実現可能な応募申請書として提出すること。 

（７）介護保険法第 78 条の 2 第 4 項の規定に抵触しないこと。 

（８）市税・法人税並びに消費税及び地方消費税の未納がないこと。 

（９）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定により、弘前市

から指名停止措置をうけていないこと。 

（10）地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取り消しを受けたことがな

いこと。（本市の取り消しに限定しない。） 

（11）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

等の規定に基づき更生又は再生手続きをしていないものであること。 



（12）暴力団（暴力団員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 1 項第 2 号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団

体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない

者の統制の下にいない団体であること。 

 

６．応募書類 

応募希望者は、次により応募書類を提出してください。 

なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却いたしませんので、予めご了承ください。 

 

（１）提出書類の体裁 

提出書類は、次の体裁で整えてください。 

   ア．書類を次表「（２）応募申請に関する提出書類一覧および提出部数」・「（３）法人

の概要に関する書類」の提出順に並べること。 

     イ．提出書類ごとに文字表記のインデックスを付けること。 

     ウ．書類はＡ4 サイズを基本とする。ただし、平面図等でＡ3 サイズとなる場合は、

Ａ4 サイズにあわせて折りたたむこと。 

     エ．提出書類はＡ4 フラットファイル等に綴り提出してください。 
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（２）応募申請に関する提出書類一覧および提出部数 

 

 

 

 提 出 書 類 留 意 事 項 様 式 提出部数 
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申

請

書

等 

 

（１）応募申請に係る提出書類一覧 所定の様式 様式 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正本１部

および 

副本５部 

（２）応募申請書 看護小規模多機能型居宅介護 様式２ 

（３）法人の沿革 所定の形式 様式３ 

（４）役員名簿 所定の形式 様式４ 

（５）誓約書 

（６）評議員一覧表 

所定の形式 

所定の形式 

様式５ 

様式６ 

（７）事業概要調書 所定の形式 様式７ 

（８）代表者・管理者・施設長 

の経歴書 
所定の形式 様式８ 

（９）理事会及び評議員会の議事録 

・応募申請について承認決定をしたときの

もの（応募申請者による原本証明を要する） 

・評議員会を置かない社会福祉法人にあっ

ては、理事会の議事録 

写 し 

提 

案

書

等 

（10）運営全般について 所定の形式 様式９ 

（11）職員体制について 看護小規模多機能型居宅介護 様式 10 

（12）サービスの充実性について 看護小規模多機能型居宅介護 様式 11 

（13）事業計画書 所定の形式 様式 12 

資

金

計

画 

（14）資金計画書 開設当初の運転資金を含む 様式 13 

（15）預金残高証明書 
自己資金分、応募提出日前 1 ヶ月以内に発

行されたもの 

原 本 

 

 

土

地 

・ 

建

物

等 

 

 

（16）事業所開設予定地の図面 周辺の状況が分かるもの 任意地図 

（17）建物計画図面 
平面図（室別面積が記入してある

もの）、立面図、配置図 
A3 ｻｲｽﾞ 

（18）現況写真 10 枚以内  

（19）土地・建物登記簿謄本 応募提出前 1 ヶ月以内に発行されたもの 原 本 

（20）土地売買（土地賃借）にかか

る誓約書 
所定の形式 様式 14 

（21）家屋売買（家屋賃貸）にかか

る誓約書 
所定の形式 様式 15 

 （22）質問票 所定の形式 様式16  



（３）法人の概要に関する書類 

 

 提 出 書 類 留 意 事 項 様 式 提出部数 

 

 

 

法

人

の

概

要 

 

 

 

（１）法人登記簿謄本 
応募提出日前 1 ケ月以内に発行

されたもの 
原 本 

 

 

 

正本１部

および 

副本 5 部 

（２）法人定款 
最新のもの（応募申請者による原

本証明を要する） 
写 し 

（３）就業規則 
最新のもの（応募申請者による原

本証明を要する） 
写 し 

（４）収支決算書 

直近 2 年間の決算書類 

（応募申請者による原本証明を

要する。） 

写 し 

（５）納税証明書 
法人税（国税）、消費税及び地方

消費税、法人市民税、固定資産税 
原 本 



７．地域密着型サービス事業者の審査・選定方法 

（１）審査及び選考基準 

ア．審査は、一次審査及び二次審査に基づき行います。 

イ．選考基準は弘前市地域密着型サービス事業者選考基準（別紙１）のとおりとします。 

ウ．応募者が少ない場合は一次審査と二次審査を同日に実施いたします。 

（２）事業者の選考 

ア．事業者の選考は、「弘前市地域密着型サービス審査委員会」が行います。 

（３）事業者の選定 

ア．「弘前市地域密着型サービス審査委員会」の審査結果を踏まえて市長が選定します。 

（４）審査結果の通知及び選定結果の公表 

ア．一次審査の結果は全応募者に文書で通知いたします。なお、一次審査通過者に対して

は、二次審査の日程等について文書で通知いたします。 

イ．指定予定事業者に選定された事業者は、令和２年３月末までに文書で通知するととも

に市のホームページで公表いたします。 

（５）その他 

ア．公募の結果、応募がなかった場合や審査基準に満たなかった場合は、追加公募を行う

場合があります。 

 

８．事業者指定について 

（１）介護保険法に基づく指定申請は令和３年度末までとします。具体的な指定手続きについ

ては、選定後に別途お知らせいたします。 

（２）指定申請時において公募時と条件が異なり審査結果が大きく変わる場合や指定基準を

満たさなくなった場合、または、虚偽の申請がなされた場合には指定しません。 

（３）指定後にあっても、指定を行うにあたり付された条件に違反したと認められる場合には、

指定の取り消し、又は期間を定めて指定の全部もしくは一部の効力を停止する場合があ

ります。 

 

９．その他応募に関する留意事項 

（１）基準の遵守 

・応募者は、本要項に記載した諸条件のほか、弘前市の条例を遵守してください。 

応募する前に「弘前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

基準等を定める条例(平成 25 年３月 22 日弘前市条例第 17 号)」を精読し、内容等を

十分確認してください。 

 【参考】弘前市ホームページ 

  お役立ちメニューの条例・規則から検索できます。 

弘前市例規集目次検索の 

 第８編 民生・環境、第３章 社会福祉、第７節 介護保険により確認できます。 

 

 



（２）圏域及び整備について 

・看護小規模多機能型居宅介護については、１法人につき２圏域までとします。 

・看護小規模多機能型居宅介護については、小規模多機能型居宅介護からの転換も可能

とします。 

（３）応募にかかる費用負担 

・応募にかかる費用は応募者の負担とする。 

（４）提出資料の変更の禁止 

・受理した書類については、明らかな間違い、軽微な修正を除き、内容の変更は認めませ

ん。 

（５）虚偽の記載をした場合 

・提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

（６）追加資料の提出等 

・事業者の選定等にあたって確認が必要とされた場合、追加資料の提出を求めたり、聞き

取りを実施する場合があります。 

（７）提出書類 

・受理した書類は、理由の如何に関わらず返却はいたしません。 

・提出された書類は地域密着型サービス事業者選考以外の目的には使用いたしません。

ただし、弘前市情報公開条例の規定による請求があった場合は、応募書類を作成した

方に対し意見書を提出する機会を与えることとします。 

（８）個別相談等に係る問い合わせの禁止 

・公募の公平性を期するため、応募に係る個別の相談等に係る問い合わせの受付は致し

ません。 

（９）応募辞退について 

・応募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出していただきます。 

（10）「令和元年度弘前市地域密着型サービス事業者公募要項」及び関係記載様式については

市のホームページに掲載します。 

 

１０．問い合わせ先 

    担 当  弘前市 福祉部 介護福祉課 介護事業係 

         【担当】山谷 

    住 所  〒036-8511 弘前市大字上白銀町１番地１ 

    電話番号 0172-35-1111 (内線)517、487 

         0172-40-7099 (直通) 

    FAX番号 0172-38-3101 

    E メール kaigo@city.hirosaki.lg.jp 



１．運営全般（配点５０点）

・適切な事業運営について 10点

・事業運営に関して 10点

弘前市地域密着型サービス事業者選考基準

評　価　項　目 選　考　基　準 配　点

・事業運営の基本理念など １０点

・地域との連携に関する考え方 １０点

・医療との連携に関する考え方 １０点

・必要な職員が適正に配置されているのか １０点

・職員の研修・育成に関する方針は適切か １０点

２．職員体制（配点２０点）

・事業の継続性 １０点

３．利用者への対応・サービスの充実性
             　　　　 　　　（配点２０点）

４．安定したサービスの提供
            　　　　　　　　（配点１０点）

・利用者への対応

個別項目採点基準

大変よい よい 普通 不十分 全く不十分

１０点 １０ ７ ５ ３ ０

（別紙１）

・サービスの質を向上させるための施策

１０点

１０点



圏域 圏域 圏域 圏域 圏域

藍内 南部 川先1～4丁目 東部 城西1～5丁目 第二 中崎 第二 松ヶ枝1丁目(※16) 東部
青樹町 南部 河原町 第二 城東1丁目(※５) 東部 中野 西部 松ヶ枝3丁目 東部
青女子 北部 寒沢町 第三 城東1丁目(※６) 第三 中野1～5丁目 第三 松ヶ枝2・4・5丁目 第一
青山1～5丁目 第一 神田1～5丁目 第一 城東2～5丁目 東部 中畑 西部 松木平 南部
茜町1・2丁目 第二 桔梗野1～5丁目 南部 城東北1～4丁目 東部 中別所 北部 真土 西部
茜町3丁目(※１) 第二 北川端町 第三 城東中央1～5丁目 東部 楢木 北部 松原西1・2丁目 第三
茜町3丁目(※２) 南部 北瓦ヶ町 第三 城南1～5丁目 第三 南塘町 南部 松原西3丁目 南部
悪戸 南部 北新寺町 南部 新鍛冶町 第三 新岡 西部 松原東1～5丁目 第三
旭ヶ丘1・2丁目 南部 北園1・2丁目 第三 新寺町 南部 新里 東部 松森町 第三
愛宕 西部 北柳町 第一 新寺町新割町 南部 西ケ丘町 第三 馬屋町 第二
新町 第二 北横町 第一 新法師 西部 西川岸町 第三 水木在家 南部
石川 南部 清富町 南部 末広1～5丁目 東部 西茂森1・2丁目 南部 三岳町 第三
石渡 第二 清原1～4丁目 第三 住吉町 第三 西城北1・2丁目 第一 緑ヶ丘1～3丁目 南部
石渡1～5丁目 第二 金属町 南部 昴（すばる） 南部 西大工町 第二 緑町 第一
泉野1～5丁目 東部 葛原 西部 清野袋 第一 乳井 南部 南大町1・2丁目 第三
一野渡 南部 国吉 西部 清野袋1～5丁目 第一 如来瀬 西部 南川端町 第三
一番町 第一 熊嶋 西部 そ 相馬 南部 ぬ 糠坪 北部 南瓦ヶ町 第三
一町田 西部 蔵主町 第一 代官町(※７) 第一 ね 禰宜町 第一 南城西1・2丁目 第二
稲田1・2丁目 東部 黒滝 南部 代官町(※８) 第三 の 野田1・2丁目 第一 南富田町 第三
岩賀1～3丁目 第一 黒土 西部 高岡 西部 馬喰町 第一 南袋町 第二

う 植田町 第一 楮町 第三 高崎 東部 八幡舘 南部 南柳町 第一
駅前1・2丁目 第一 高野 西部 高崎1・2丁目(※９) 東部 八幡町1～3丁目 第一 南横町 第一
駅前3丁目(※３) 第三 小金崎 南部 高崎2丁目(※10) 第一 鼻和 西部 稔町 第三
駅前3丁目(※４) 第一 小金崎1丁目 南部 鷹匠町 第二 浜の町北1・2丁目 第二 宮川1～3丁目 第一
駅前町 第三 小栗山 南部 高杉 北部 浜の町西1～3丁目 第二 宮地 西部
狼森 南部 小沢(字山崎を除く) 南部 高田 東部 浜の町東1～5丁目 第二 稔町 第三
扇町1～3丁目 東部 小沢字山崎 第三 高田1～5丁目 東部 原ヶ平(※11) 第三 宮園1～5丁目 第一
大浦町 第一 五十石町 第二 高屋 西部 原ヶ平(※12) 南部 宮舘 北部
大川 第二 五所 南部 田代町 第三 原ヶ平1～5丁目 南部 御幸町 第三
大久保 第一 五代 西部 龍ノ口 西部 番館 西部 三和 北部
大沢 南部 小人町 第一 館後 西部 東城北1～3丁目 第一 向外瀬 第一
大清水 東部 駒越 西部 館野1・2丁目 第三 東長町 第一 向外瀬1～5丁目 第一
大清水1～4丁目 東部 駒越町 第二 種市 北部 東和徳町 第一 元大工町 南部
大助 南部 紺屋町 第二 田町1～5丁目 第一 樋の口1・2丁目 第二 元寺町 第一
大富町 第三 在府町 南部 田茂木町 第一 樋の口町 第二 元寺町小路 第一
大原1～3丁目 南部 境関 東部 俵元1・2丁目 第一 百沢 西部 元長町 南部
大開1～3丁目 南部 境関1丁目 東部 千年1～4丁目 南部 百沢字東岩木山(※13) 北部 元薬師堂 第二
大町1～3丁目 第三 坂市 南部 茶畑町 第一 百沢字東岩木山(※14) 西部 百田 第一
大森 北部 栄町1～4丁目 第二 鳥町 第二 百石町 第一 森町 南部
大和沢 南部 坂元 南部 津賀野 第一 百石町小路 第一 薬師堂 南部
徒町 第三 坂本町 第三 土堂 第二 平岡町 第二 八代町 第二
徒町川端町 第一 相良町 南部 鉄砲町 第一 平山 西部 安原1～3丁目 第三
桶屋町 第三 桜ヶ丘1～5丁目 南部 田園1～5丁目 東部 広野1・2丁目 南部 萢中 第二
小友 北部 桜庭 西部 藤内町 第二 福田 東部 山崎1～5丁目 第三
鬼沢 北部 桜林町 第三 銅屋町 第三 福田1～3丁目 東部 山下町 第三
表町 第三 笹舘 北部 常盤坂1～4丁目 南部 福村 東部 山道町 第三
親方町 第一 笹森町 第一 常盤野 西部 福村1丁目 東部 弥生 北部
折笠 北部 沢田 南部 徳田町 第一 袋町 第二 八幡 西部
貝沢 北部 三世寺 第二 十腰内 北部 藤沢 南部 ゆ 湯口 南部
学園町 第三 山王町 第一 独狐 北部 藤代 第二 横町 西部
覚仙町 南部 小比内1～5丁目 東部 十面沢 北部 藤代1～5丁目 第二 吉川 西部
鍛冶町 第三 塩分町 南部 土手町 第三 藤野1・2丁目 第二 賀田 西部
春日町 第一 茂森新町1～4丁目 南部 外崎1～5丁目 東部 富士見台1丁目 第三 賀田1・2丁目 西部
堅田 第一 茂森町 南部 外瀬1・2丁目 第二 富士見台2丁目 南部 吉野町 第三
堅田1～5丁目 第一 品川町 第三 富栄 北部 富士見町 第三 米ヶ袋 西部
門外 東部 清水1～3丁目 南部 富田1～3丁目 第三 船水 第二 和泉1丁目(※17) 第一
門外1～4丁目 東部 清水富田字桔梗流 南部 富田町 第三 船水1～3丁目 第二 和泉1丁目(※18) 東部
兼平 西部 清水富田字清水流 第三 富野町 第三 文京町 第三 和泉2丁目(※19) 第一
上瓦ケ町 第三 清水富田字寺沢 南部 豊田1～3丁目 東部 細越 北部 和泉2丁目(※20) 東部
上鞘師町 第一 清水富田字寺田 南部 豊原1・2丁目 第三 堀越 東部 若党町 第一
上白銀町 南部 清水森 南部 取上1～5丁目 第三 本町 南部 若葉1・2丁目 南部
紙漉沢 南部 下鞘師町 第一 鳥井野 西部 前坂 北部 早稲田1～4丁目 東部
紙漉町 第三 下白銀町 第一 撫牛子 第一 蒔苗 北部 和田町 第二
亀甲町 第一 下湯口 南部 撫牛子1～5丁目 第一 町田 第二 和徳町 第一
萱町 第一 自由ヶ丘1～5丁目 南部 中瓦ヶ町 第三 町田1～3丁目 第二
川合 東部 樹木1～5丁目 南部 長坂町 第一 松ヶ枝1丁目(※15) 第一

※１ ※11

※２ ※12

※３ ※13

※４ ※14

※５ ※15

※６ ※16

※７ ※17

※８ ※18

※９ ※19

※10 ※20

◆住所地別担当地域包括支援センター及び圏域（平成29年4月～）
大字名 大字名 大字名 大字名 大字名
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1～5番地、6番地1、6番地2（西小、二中） 字山中360～374、406～443、512～515、551～568、619～638番地（文京小、三中）

6番地3、6番地4、7～8番地（青柳小、四中） 字奥野、字山中１～359、375～405、444～511、699～792番地、字山元（千年小、南中）

3、4、7～9、12～17番地（大成小、三中） 1～999、2000～2099、2200～2999番地（船沢小、船沢中）

1、2、5、6、10、11番地（和徳小、一中） 1000～1999、2100～2199番地（百沢小、津軽中）

1～10、12～14、103番地（豊田小、五中） 1番地1（和徳小、一中）

11番地（大成小、三中） 1番地2～14、2～7番地（東小、東中）

2丁目1番地（和徳小、一中） 2～21番地（東小、東中）

46～111番地（和徳小、一中） 1～3番地、5番地、6番地１～15、6番地17、7～19番地（和徳小、一中）

１～45番地（大成小、三中） 4番地、6番地16（東小、東中）

1丁目、2丁目2～17番地（和徳小、東中） 1番地（和徳小、一中）


