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１ 趣旨

山形市では、第８期介護保険事業計画（令和３～５年度）に基づき、在宅での介護

が困難となっても、良質な介護サービスを利用しながら安心して住み慣れた地域で生

活できるよう、介護サービスの整備に取り組むこととしており、整備を希望する方の

機会均等を図り、円滑かつ公平に事業者を指定するため、公募により整備事業者を募

集するものです。

２ 募集する介護サービスの種類及び整備数

※整備区分の考え方は次のとおりです。（地域医療介護総合確保基金管理運営要領

に合わせています。当該サービスの場合は定員が無いため、「現在定員の増員」

は「面積の増加」と読み替えて下さい。）

３ 整備対象地域

整備対象地域は、山形市全域とします。

４ 応募事業者の資格要件

応募事業者は、以下の資格要件を満たすことが必要となります。

（１）当該事業を運営する法人であること。ただし、施設整備を行うために補助制度

を利用する場合は、施設を整備し、所有し、事業を運営する法人であること。ま

たは、施設を土地所有者による建て貸し（※）を受けた建物で事業を運営する法

人であること。

※建て貸しの場合は、施設整備の交付金は交付しません。

介護サービスの種類
建物の

整備区分

整備数

（募集事業者数）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

創設、増築、

改築、増改

築、改修、

未整備

１カ所

（１事業者）

整備区分 考え方

創設 新たに施設等整備すること。

増築 既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をすること。

改築
既存の施設等を取り壊して、現在定員の増員を行わずに、新たに施

設等を整備すること。（一部改築を含む。）

増改築
既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備することにあわせ

て現在定員の増員を図るための整備をすること。

改修

既存の施設等の本体の躯体工事に及ばない屋内改修（壁撤去等）で

工事を伴うものであること。

※補助制度の利用はできません。

未整備
既存の建物等をそのまま活用するもの。

※補助制度の利用はできません。
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（２）介護保険法第７８条の２第４項で定める欠格事項に該当しないこと。

（３）令和４年度中（令和５年３月３１日まで）に工事及び開設準備を完了し、令和

５年４月１日までに事業指定を受け、事業を開始できること。

なお、補助制度を利用した開設準備の開始は、交付金の交付決定後となりますが、

交付決定日は未定です。

施設を整備する場合も同様です。

５ 応募に当たっての要求仕様

応募の内容は、次の要求仕様を満たすことが必要となります。

（１）基準条例

①山形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１９日 山形市条例第３号）

※山形市の条例は、山形市の公式ホームページで確認できます。

山形市役所ホームページ http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
トップページの「山形市のご案内」－「山形市例規集」－「目次検索」－「第

１０編厚生 第２章介護保険」

②その他の指定居宅サービス事業所等を併設する場合は、それぞれの指定基

準等を満たす必要があります。応募書類の提出前において、各サービス等

の指定・認可を担当する行政庁の担当部署と慎重に協議するとともに、他

法令等でも問題がないことを十分に確認のうえ計画してください。

また、「山形市高齢者保健福祉計画（第８期介護保険事業計画）における

介護サービスの整備・管理」を確認のうえ計画してください。

なお、その場合、併設する指定居宅サービス事業所等は、交付金の交付

対象とはならないため、自己資金で整備・開設準備することになります。

③高齢者向け集合住宅等と併設する形態で整備する場合の応募は認めません。

（２）事業予定地の要件 ※施設整備に伴い敷地を拡大する場合

事業予定地については、原則として、次の方法により確保してください。

ア 自己所有（購入・寄附等も含む。）

イ 無償借受（施設存続のため、使用貸借の期間を３０年以上とする使用貸

借契約を締結してください。ただし、施設整備の補助制度を

利用しない場合は、施設存続に必要な期間として下さい。）

ウ 有償借受（施設存続のため、契約期間を３０年以上とする賃貸借契約を

締結してください。ただし、施設整備の補助制度を利用しない

場合は、施設存続に必要な期間として下さい。）

※補助制度を利用する場合のイ及びウの契約期間等は、財産処分制限期間に

応じた期間としてください。

なお、木造の場合でも、契約期間等は３０年以上としてください。

【参考】厚生労働省告示第３８４号(平成２０年７月１１日)補助事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間

用途 寄宿舎用

木造：２２年 鉄筋コンクリート造：４７年

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
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※事業予定地に抵当権等の施設存続の支障となり得るような権利設定があ

る場合は、事業開始までにその権利を抹消することを条件とします。ただ

し、本事業の実施に当たり、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療

機構」という。）及び福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間

金融機関による抵当権設定の場合と、民間金融機関による抵当権設定の場

合は除きます。

なお、抵当権の設定も財産処分に当たるため、設定前に、必要な承認を受

けて下さい。

※事業予定地を購入や寄附、借受により確保する場合、応募の段階では契約

を有していなくても、確保が確実であることを条件とします。

（４）関係法令等の遵守

施設を整備する場合、応募に当たっては、老人福祉法、介護保険法、都市計

画法、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守することが必要となる場合が

ありますが、特に建物を新築するために建設予定地を開発する際、次に掲げ

られた手続きを必要とする場合があるため、開発が可能かどうか事前に関係

課に確認してください。

・都市計画法に基づく開発許可(まちづくり政策課)

・農地法に基づく農地転用(農業委員会)

・農振法に基づく農振除外（農政課） など

６ 補助制度について

開設準備については、「山形県介護施設等開設準備交付金」、自己所有となる建物

を整備する場合については、「山形県地域密着型介護施設等整備交付金」制度の利

用を予定しています。

選考の結果決定された事業者については、交付金を利用できるよう手続きを行う予

定ですが、令和４年度の交付金については、現段階で交付金額や採択時期等は未定で

あり、交付金の不採択や減額等もあり得ますので、あらかじめご了承ください。

交付金の不採択や減額等があった場合であっても、今回の募集において提出された

事業計画に基づいて事業を進めていただきます。

（１）施設整備分（山形県地域密着型介護施設等整備交付金）の補助対象経費は、建

築等の工事費のみであり、用地購入費、外構工事費、職員の宿舎、車庫又は倉庫

の建設に要する費用、設計費等の経費は補助対象外とします。

（２）建設工事をする際、競争入札を取り入れる等、山形市が定める「民間社会福祉

施設等の建設工事契約の適正化に関する事務取扱」に基づき手続きをしていただ

きます。

原則として、建築主体工事、電気設備工事、機械設備 (管)工事の工種ごとの分

離発注による指名競争入札とし、指名業者の選定については、山形市競争入札参

加資格者名簿に登載されている、山形市内に本店を有する業者とします。

（３）交付金の交付決定前に、施設整備に着手することはできません。
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（４）交付金は、事業が全て完了した後、当該補助金額を確定し、所要の手続きを経

て事業者に支払われます。

（５）交付金は、補助基本額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか低い方の

額が支払われます。

（６）「山形市補助金等の適正化に関する規則」第１６条（交付の決定の取消）の規

定により補助金等の交付の決定が取り消された場合は、交付された補助金は返還

していただきます。

［交付金の流れ］

参考 『「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援
臨時特例交付金の運営について」の一部改正について』（令和２年６月８日医政発０６０８第７号・老
発０６０８第２号・保発０６０８第７号）別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」より

（１）地域密着型サービス等整備等助成事業

（２）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

１ 区 分 ２ 配分基礎単価単価 ３ 単位
（参考）
R2県要綱

地域密着型サービス施設等の整備

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
5,940千円の範囲内で都
道府県知事が定める額 施設数 5,735千円

１ 区 分 ２ 配分基礎単価単価 ３ 単位
（参考）

R2県要綱
介護施設等の開設時、増床時及び再開設時（改築時）に必要な経費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
14,000千円の範囲で都
道府県知事が定める額 施設数 10,789千円

山形県

交付金

山形市 事業者

山形市補助金
（交付金）
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７ 応募の手続等

（１）募集要項の配布

（２）応募者説明会

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、説明会は開催しません。

ご不明な点は、次の（３）により、質問を受け付けます。

（３）質問及び回答

（４）応募書類の提出

（原本証明の例）

配布期間 令和３年７月１６日（金）～９月２２日（水）まで

配布方法

山形市ホームページ

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
からダウンロードしてください。

受付期間 令和３年７月１６日（金）～９月３日（金）まで

送 信 先 山形市長寿支援課

質問方法

質問の内容を簡潔にまとめて、Ｅメールにより提出してください。

受信確認後、受取確認のＥメールをいたします。（電話・郵送・持参

等による質問は受け付けません。）

回 答

Ｅメールにより行います。

（電話や口頭での回答など個別的対応は行いません。）

なお、質問があった事項については、Ｑ＆Ａとして、山形市ホーム

ページ http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jpにも掲載します。

受付期間
令和３年７月１９日（月）～９月２２日(水)まで
（ただし、土日祝日は除きます。）

受付時間 午前９時～午後５時まで

提 出 先

山形市長寿支援課に持参して提出してください。ただし、県外から

の応募の場合、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、郵送に

よる提出を認めることとし、受付期間最終日の消印を有効とします。

なお、書類の不足・不備等がある場合は受理しない場合があります

ので、早めの提出をお願いします。

提出書類

別添「提出書類一覧表」のとおり

（正本及び副本（コピー可）各１部、計２部を提出してください。

また、応募者においても控えを保管してください。）

提出書類一覧表の番号順に並べて提出してください。ファイルに綴

じたり、インデックスを付ける必要はありません。

各書類は、証明書等規定のものを除き、原則 A4版とし、A3版図面
等は A4サイズに折って提出してください。
なお、契約書や証明書等正本に原本の写しを提出する場合は、申請

者名で原本証明をしてください。

この写しは原本と相違ありません。

令和 年 月 日

○○○○○○○※法人名

理事長 〇 〇 〇 〇 ㊞

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
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８ 応募に当たっての留意点

（１）複数応募の禁止

１事業者の応募は１件とします。

（２）交付金の交付対象者

施設整備分の交付対象者は、施設を整備し、所有し、事業を運営する法人で

す。したがって、土地所有者による建て貸しの場合は、交付対象者にはなりま

せん。

開設準備分の交付金の交付対象者は、事業を運営する法人です。

（３）抵当権等の抹消

施設を整備するために事業予定地を確保する場合、抵当権等の施設存続の支

障となりうるような権利設定がある場合は、事業開始までにその権利を抹消で

きることを証する書面（権利者からの確約書等）を提出していただきます。提

出がない場合は応募できません。

（４）事業予定地の確保

施設を整備するために、事業予定地を自己所有地以外（購入や寄附、借受）

で確保する場合、複数の応募者の事業予定地が同じであっても認めることとし

ます。ただし、事業予定地を確保できることを証する書面（権利者からの確約

書等）を提出していただきます。提出がない場合は応募できません。

（５）運転資金の確保

事業開始後、介護報酬が支払われるまでの間（約２ヶ月）の運転資金を確保

しておいてください。

（６）要求仕様等を満たしていない場合

応募者が提出した事業計画が要求仕様等を満たしていない場合は、応募を無

効とします。

（７）虚偽の記載をした場合

応募者が提出した書類に虚偽の記載があった場合は、応募を無効とします。

（８）費用負担

応募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。

（９）応募の辞退

応募を行った後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出してください。

（10）応募書類の取扱い
応募書類等は理由の如何を問わず返却しません。

（11）事業計画変更の禁止
応募期間終了後は、事業者の都合による計画の変更は一切認めません。ただし、

山形市が必要と判断した場合には、書類の追加、補正を求める場合があります。
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（12）接触の禁止
山形市関係職員並びに本件関係者に対して、直接、間接を問わず、本件につ

いての接触を禁止します。接触の事実が認められた場合には失格となることが

あります。

（13）選定後の取扱い
①事業計画を審査するため、選定後においても、事業計画の変更は認めません。

変更が発覚した場合は、選定を取り消します。ただし、やむを得ない理由が

ある場合を除きます。

②選定後に事業譲渡等があった場合は、選定を取り消します。

（14）財産処分
当該補助の対象となった財産（施設を整備した場合は建物や設備を含む）は、

山形市補助金等の適正化に関する規則第１８条の規定により、市長が定める期

間内は市長の承認を受けずに財産処分をすることはできません。

財産処分の種類とは、転用、譲渡、交換、貸付、抵当権の設定、取壊し、廃

棄をいいます。

また、「市長が定める期間」とは「厚生労働省告示第３８４号(平成２０年７

月１１日)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」

によるものとします。

９ 日程

応募書類提出後のスケジュール（予定）は次のとおりです。

１０ 事業の審査等

（１）審査方法

「設置主体・計画の評価」、「事業内容の評価」により審査します。

応募者がいない場合又は審査の結果によりすべての事業計画が本事業の目的を

達成できないと判断した場合は、事業予定者の決定を行わないことがあります。

令和３年９月２２日（水）

～令和３年１０月中旬

令和３年１１月上旬

令和３年１１月中旬

令和３年１１月下旬

令和３年１２月

応募書類の提出期限

応募書類確認

第１回審査委員会

第２回審査委員会（応募者からのプレゼン

テーション及びヒアリング、審査）

第３回審査委員会（応募者からのプレゼン

テーション及びヒアリング、審査）

※応募者多数の場合、第１回審査委員会で

もプレゼンテーション及びヒアリングを

行う場合があります。

事業者の決定
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（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施

プレゼンテーション及びヒアリングを実施するものとし、日時等詳細につい

ては事前に通知します。

（３）審査結果及び選定の結果通知等

審査結果は、山形市ホームページ http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
で公表します。なお、事業者名は、選定された事業者以外は伏せて公表します。

選定の結果は、令和３年１２月（予定）に応募事業者全てに文書にて通知し

ます。

１１ 問い合わせ先

山形市福祉推進部長寿支援課計画推進係（山形市庁舎２階２７番窓口）

住所 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号

電話 ０２３－６４１－１２１２（内線６５３）

ＦＡＸ ０２３－６２４－８３９８

メールアドレス choju@city.yamagata-yamagata.lg.jp

http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp
mailto:choju@city.yamagata-yamagata.lg.jp

