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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)整備法人公募要項（案）

※本要項(案)は、応募を予定している法人の事前準備の参考となるよう事前周知する

ものであり、今後内容の変更の可能性もある事にご留意ください。

令和３年９月

沖 縄 県

第１ 公募の趣旨

沖縄県では、高齢者保健福祉計画に基づき、介護サービスの基盤整備を進めてお

ります。その中で、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、令和５年

度に 70 床整備することとしており、整備を行う社会福祉法人について公平・公正
に決定するため公募するものです。

第２ 公募内容等

１ 公募期間

令和４年４月上旬～令和４年５月下旬（予定）

２ 整備施設：介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)（広域型）

３ 整備年度・整備地域・整備床数・形態

整備年度 整備地域 整備床数 形態

令和５～６年度 浦添市内 70床 ユニット型

※整備床数は、１施設あたりの創設を基本とする。

※整備の形態はユニット型とし、１ユニットの定員は 10 人を基本としつつ 15 名を超えないもの

とする。

４ 立地条件

（1） 建設用地については、都市計画法、農振法、農地法、その他土地にかかる法

的規制について、関係部局等に事前相談を行い、あらかじめ当該計画の実現

性を確認していること。

（2） 建設用地については、原則として、法人自らの所有（買収見込を含む。）が

確定していること。また、有償、無償を問わず借り上げにより建設用地を確

保する場合は、施設の長期運営に必要な措置（30年間以上の地上権等の設定）
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が取れるものであること。

※売買契約予定又は借地契約予定の場合は、応募時点で契約を締結している必要はないが、

補助事業として承認された後に契約を締結する旨を、書面で確約しておくこと。（借地の場

合の地上権等の設定及び登記の契約も同様）

（3） 土地建物に当該事業以外の目的による抵当権その他当該事業の遂行を制限す

るおそれのある権利が設定されていないこと。

（4） 設置場所が、津波防災地域づくりに関する法律に基づき県が公表する津波浸

水予測区域でないこと。

※ただし、既存施設の申請等のやむを得ない事情により、津波浸水予測区域内

とする場合には、津波による浸水から入所者等の命を守るための具体的な措置

が講じられていることを条件とする。

（5） 設置場所が、土砂災害防止法に基づき沖縄県が指定する土砂災害警戒区域（土
砂災害特別警戒区域を含む。）又は、沖縄県が公表する土砂災害危険箇所でな

いこと。

（6）設置場所が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき沖縄県が
指定する急傾斜地崩壊危険区域でないこと。

５ 建設条件

(1) 施設の建設計画は、都市計画法、建築基準法、その他関係法令を厳守すること。
必要に応じて関係機関と相談の上、計画を策定すること。

(2) 沖縄県条例で定める下記の基準を満たしていること。
「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
(H24.12.26条例第 80号)」
「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施行規
則（H25.3.31県規則第 45号）」

(3) 公募申込前に説明会等を行い、近隣住民、自治会等に対し、十分な説明をする
こと。

(4) 地元自治会(町内会)会長及び建設予定地に接する土地所有者等から建設事業に
係る同意を得ること。

６ 運営条件

(1) 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）、老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）、
介護保険法（平成９年法律第 123 号）、その他の諸法令及び施設の運営等に関
する基準等を遵守すること。

(2) 介護保険法に基づく介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業としての姿勢基
準を満たし、開設日までに県からの事業指定を受けること。

第３ 応募資格等

１ 応募資格

次に掲げる要件のすべてを満たし、高齢者福祉の推進に熱意のある者とする。
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（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 (以下、「法人等」という。）

であること。

なお、社会福祉法人の創設を予定している者（以下、「法人創設予定者」と

いう。）は、設立準備委員会を組織した上で応募すること。

(2) 社会福祉法第 72条及び介護保険法第 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) 県及び市町等の指摘事項が改善済み又は法人運営・施設運営等に関して過去

に重大な問題等を起こしたことがないこと。

(5) 介護を必要とする高齢者の様々なニーズにきめ細かく応えることができる能

力、資金及び意欲を有しており、長期的に安定した運営ができること。

（6） 応募期間の最終日において、直近 3 年間の国税及び地方税を滞納していない
法人であること。

（7） 法人の役員又は役員予定者に、沖縄県暴力団排除条例第 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。

(8) 過去 3 年間において沖縄県の介護老人福祉施設(定員 30 名以上の特別養護老
人ホーム)の整備予定事業者として選定された後、法人側の事由により事業

を辞退した法人でないこと。※辞退日を基準とします。
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第４ 応募の方法等

１ 応募書類

応募する法人等は、次の書類（以下、「応募書類」という。）を県に提出すること。

応 募 書 類 法人創設予定者の場合

別添様式 (1) 特別養護老人ホーム整備法人応募書
様式第 1号 (2) 施設設置の考え方
様式第 2号 (3) 社会福祉施設整備計画書 左記に同じ

様式第 3号 (4) 社会福祉法人調書
様式第 4号 (5) 借入金償還（計画）調書（借入を予定している場合）
様式第 5号 (6) 資産申立書（寄付を予定している場合）
様式第 6号 (7) 役員履歴書 役員予定者の履歴書

及び就任同意書

様式第 7号 (8)資金収支計画（開設後 3年分） 左記に同じ

様式第 8号 (9)特養基準チェック表 左記に同じ

任意様式 (10) 印鑑証明書（寄付契約書等に押印がある場合）
(11) 整備計画に関する理事会議事録(法人創設予定者は設 設立準備委員会議事録

立準備委員会議事録)

(12)登記簿、公図（土地、建物）
(13)見積書、仕分書
(14)位置図、配置図、平面図、立面図、居室内配置図、各

室別面積表※「特養整備チェック表」(様式第 8 号) 左記に同じ

及び「近接について」【資料 1】を用いて図面の確認
をすること。

(15)計画全体の工程表
(16)周辺住民同意書（施設設置予定地の自治会長等の同意
書）

(17)市町村長意見書
(18)法人の定款、登記事項全部証明書及び印鑑証明書 定款案

計画に関連する法人

等の書類

(19)過去 3 年間（令和１、２、３年度）の法人の貸借対照 計画に関連する法人

表及び収支計算書、その他法人の財務状況を明らか 等の書類

にすることができる書類

(20)過去 3 年間（令和１、２、３年度）の法人の事業報告 計画に関連する法人

書、その他法人の業務内容を明らかにすることができ 等の書類

る書類

(21)過去 3 年間（令和１、２、３年度）の法人監査、施設 計画に関連する法人
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監査、実地指導等の指摘事項及びその改善報告書 等の書類

(22)過去 3 年間（令和１、２、３年度）に施設の利用者や 具体的な実施案

その家族からの苦情処理状況及び満足度調査、第三者 計画に関連する法人

評価等を実施している場合は、その方法と実績がわか 等の書類

る書類

(23)過去 3 年間（令和１、２、３年度）の国税及び地方税 計画に関連する法人

の納税証明書 等の書類

様式第 9 号 (24)応募資格要件に該当することの申立書 左記に同じ

※書類作成に際しては「応募書類作成要領」を参照。

２ 応募書類の綴り方及び提出部数

応募する法人は、応募書類一式を各 10 部（正本１部、副本９部）作成し、１
部ずつＡ４ファイルに綴じて提出すること。提出にあたっては、第４-１に示す
リストの順並べ、目次、インデックスを添付すること。

○ 原則Ａ４版とし、Ａ３図面等はＡ４サイズに折

りたたみ、Ｂ５やＢ４サイズの用紙はＡ４用紙に

貼り付けて綴じること。

○ ページを付けること。

○ 添付書類に、番号表記のインデックスをつける

こと。

○ １部ずつ、全体をＡ４ファイル等で綴ること。

○ 副本はコピー可。ただし、原本がカラーの場合

は、副本もカラーとすること。（代表者（法人登

記）印部分を除く。）

３ 応募書類の受付

(1) 受付期間

令和４年５月上旬～下旬（土日、祝祭日を除く）

受付時間 午前 9時から午後 5時
なお、受付期間までに応募書類(市町村長意見書を除く）が整わない場合は如

何なる事情があっても一切受け付けない。

(2) 受付場所

〒 900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1丁目 2番 2号（沖縄県庁本庁舎３階）
沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 施設福祉班

(3) 提出方法

応募書類は、原則として受付場所に持参するものとする。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。なお、書留郵
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便による提出は、令和４年○月○日必着。

(4) 提出部数

正本 1部、副本 9部（副本は複写可）

４ 質問事項等の照会先

質問送付票（様式第8号）によりＦＡＸで提出し、併せて電話で受信の確認を行

うこと。質問受付期間（４月○日から４月○日 午前 9時から午後 5時）
質問内容（質問法人等の名称を除く）及び回答については、沖縄県高齢者福祉介

護課ホームページで回答します。

ＦＡＸ 098-862-6325

ＴＥＬ 098-866-2214

沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 施設福祉班

e-mail：aa021156@pref.okinawa.lg.jp（課代表）

５ その他留意事項

(1) 法人等が提出する応募書類の著作権は、提出した法人等に帰属する。
(2) 応募書類のほか、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。
(3) 応募書類及び追加資料の作成及び提出に要する費用は、すべて応募する法人等
の負担とする。

(4) 応募書類及び追加資料は返却しない。
(5) 応募書類その他提出した資料は、沖縄県情報公開条例（平成 13年条例第 37号）
の規定に基づき開示することがある。この場合において、個人情報又は法人等の

正当な利益を害する情報は、非開示とする。

(6) 受付期間の終了後は、応募書類の再提出又は差し替えは、原則として認めない。
(7) 県補助金は別添「沖縄県老人福祉施設整備費補助金交付要綱」により書類を作
成すること。

(8) 整備事業を行う場合、工事請負契約については、設計業者の積算に基づく予定
価格をもって一般競争入札又は指名競争入札に付すなど、県が行う契約手続きに

準拠しなければならない。（設計業者に関連する建設業者が、工事請負契約の入

札に参加することはできない。）

(9) 選定状況についての照会には一切応じない。
(10) 提出書類は今回の選定以外には使用しない。また、理由を問わず返却はしない。
(11) 応募受付後、辞退をしようとする場合は速やかに辞退届出書(任意様式)を提出
すること。

(12) 原則として、本公募による選定を受けたことに係る権利は、その譲渡等を認め
ない。

第５ 法人等の決定

１ 応募の審査
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(1) 外部有識者等で構成する沖縄県特別養護老人ホーム整備法人審査委員会におい

て、提出された応募書類及び応募者からのプレゼンテーションを受けて総合的に

審査を行う。

(2) 審査の主な視点

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 市町村等保険者の意見

③ 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

④ 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り組み

２ 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、応募を無効とする。

(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) 応募法人またはその関係者が選定に関して有利になるよう沖縄県特別養護老

人ホーム整備法人審査委員会の構成員に接触したとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

３ 整備する法人等の決定

整備する法人等は、沖縄県特別養護老人ホーム整備法人審査委員会の審査結果を

受けて知事が決定する。

４ 決定の取消

決定後も、提出された書類の内容に重大な不備及び虚偽があったと認められる場

合や、重要な事項（建設予定地・資金計画等）の変更があった場合は、決定を取り

消すことができるものとする。

なお、決定を取り消した場合、要した費用の弁済及び損害賠償を県に求めること

はできない。

また、決定を取り消した際は、取り消された法人等を除いて改めて審査結果の中
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から整備する法人等を決定するものとする。

（決定の主な取消事項）

① 虚偽その他不正な手段により決定を受けた場合

② 応募法人に重大な変更が生じたとき

③ 建設予定地の変更、または建設予定地が確保できないとき

④ 整備計画に重大な変更が生じたとき

⑤ 建設等に必要な資金調達が明らかに困難になったと認められるとき

⑥ その他、特別養護老人ホームの運営に支障をきたすと認められるとき

４ 結果の通知

整備する法人の決定については、すべての応募者に対して通知するとともに、沖

縄県高齢者福祉介護課ホームページで公表する。

第６ 整備スケジュール

※都合により変更が生じる可能性もありますので、御了承ください。

令和４年４月 公募要項掲載

　　　　４月上旬～５月下旬 公募期間

　　　　４月上旬～下旬 質疑受付

　　　　５月上旬～下旬 質疑への回答(HP掲載)

　　　　５月上旬～下旬 申請受付期間

　　　　８月 選定委員会

　　　　９月 決定・公表

　　　　９～１０月 県との図面調整及び「介護老人福祉施設」指定の事前協議

　　　　１０月 「社会福祉施設整備調整会議」書類の提出

　　　　１０～１２月 県との調整

令和３年１月 社会福祉施設整備調整会議

令和４年４月　　　　 県補助金内示

　　　　 入札・契約

工事着工


