
 

 

 

公設老人福祉施設の譲渡公募 
に係る募集要項 

 
 

 
＜北九州市立養護老人ホーム 楽翁荘＞ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

平成２２年１１月 
 

北九州市保健福祉局介護保険課 
 

 
 
 

 



 1

１ 譲渡の概要 

○ 本市の公設の老人福祉施設については、現在、指定管理制度を導入し、効果的・

効率的に運営している。今回、指定管理期間が平成２３年３月末で終了するた

め、平成２０年１２月に策定された「北九州市経営プラン」に基づき民間社会

福祉法人に建物及び土地を有償で譲渡することとした。 

○ 譲渡にあたっては、公募により、施設を運営する上でふさわしい法人を選定す

るものである。 

○ 譲渡する市立養護老人ホーム楽翁荘は、６５歳以上で家庭環境上の問題があ

り、かつ経済的に困窮しており、自宅において生活することが困難な人が

入所する施設である。 

  

２ 譲渡する物件の概要 

  養護老人ホーム楽翁荘   

  （１）土地 

     ・所 在 地    北九州市若松区鴨生田二丁目８番１０１ 

     ・地 目    宅地 

     ・面 積    5,895.31 ㎡ 

（２）建物 

     ・所 在 地    北九州市若松区鴨生田二丁目８番地１０１ 

     ・構 造    鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

                              （寄宿舎・事務所） 

     ・延 床 面 積    1,990.78 ㎡ 

                              （内訳） 

                ・寄宿舎・事務所  1,865.74 ㎡ 

                                ・ポンプ室       16.99 ㎡ 

                ・倉庫              7.73 ㎡ 

                ・消火水槽       13.88 ㎡ 

                ・物置         30.48 ㎡ 

                ・プレハブ       40.78 ㎡ 

                ・変電設備       15.18 ㎡   

・建築年月日    昭和５４年３月３１日 

     ・定 員    ６０人 

  ・施 設 内 容  

１階 事務室、食堂、厨房、医務室、居室（２８室）、静養室、介護職

員室、浴室、相談室、機能訓練室、洗濯室 など 

２階 居室（２８室）、洗濯室 など 

  （３）備品等のその他資産 
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３ 譲渡予定時期 

   平成２３年４月１日 

 

４ 応募資格 

（１）既存の市内の社会福祉法人 

   （市内に法人本部があり、かつ、既に市内で社会福祉事業を行っている法人） 

※ 市外の社会福祉法人は、市内に別途社会福祉法人を設立すること。 

（２）新たに市内に社会福祉法人を設立する予定の方 

 

５ 譲渡の条件 

 （１）社会福祉法をはじめとする関連法令を遵守し、地域のおける社会福祉の推進

を図るとともに、引き続き当該施設の管理運営を適切に行うこと。 

 （２）地域及び行政機関の保健福祉政策に協力すること。 

 （３）地域の行政機関、関係機関との連携に努めること。 

 （４）既に入所している利用者を引き継ぎ、創意工夫により、利用者に不安感を与

えないための努力を行うもの。 

 （５）平成２３年４月１日から１０年以上、同事業を継続すること。 

 （６）不動産取得後、建替え時期は自由であるが、施設の安全性を十分に配慮し、

建替えが必要になった場合は、現地もしくは、同一区内で現在地と同等以上の

交通接近性を有する土地を確保し、建替えを行うもの。その際、保健福祉局介

護保険課と事前に協議し、承認を得ること。 

 （７）不動産取得後、必要となる当該施設の改修・補強及びそれに伴う調査をはじ

めとするその他一切の経費は、譲渡先の負担とする。 

（８）利用者と施設との間のなじみの関係を継続させるため、現在の施設職員を積

極的に雇用するよう努めること。 

 

６ 選考方法と結果公表について  
（１）事業予定者の選定は、市民や学識経験者等で構成された「公設老人福祉施設

民間譲渡検討会」で専門的な検討を行い、その意見を聞いた上で市が決定する。 
（２）審査にあたっては、評価基準 (ｐ９～ )に沿って行う。  
（３）選定結果は、応募された全事業者へ文書で通知するとともに、北九州市ホー

ムページで公表する。（Ｈ２３．１月下旬予定。）  
（４）なお、審査結果によっては、募集数に満たない場合であっても、事業予定者

が選定されない場合がある。  
 

応募  →  書類審査・  
ヒアリング  →

公設老人福祉施
設民間譲渡検討
会での検討  

→
事業予定
者の選定  →  結果の

通知  
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※事業予定者として選定された場合、「公設老人福祉施設民間譲渡検討会」で指摘

された事項（改善が必要なもの）については必ず改善を行うこと。  
 

７ 譲渡価格 

 （１）土地及び建物 

    土地及び建物（土地の定着物及び建物に付属する工作物を含む。）については、

次の金額による譲渡とする。 

○養護老人ホーム楽翁荘 

土地・建物一体価格  

         （内訳）土地 230,300,000 円 

             建物  36,700,000 円 

建物の消費税及び地方消費税  1,835,000 円 

      合計（税込）    268,835,000 円 

 （２）備品等のその他資産 

    備品等のその他資産については、譲渡先が決定した後、譲渡先が希望する場

合には、別途協議の上、有償にて譲渡する。 

 

８ 募集及び選定のスケジュール 

 （１）公募説明会の開催  平成２２年１１月２２日（月） 

 （２）現地見学      平成２２年１１月２５日（木） 

 （３）質問の受付     平成２２年１２月 １日（水）～１２月 ９日（木） 

 （４）公募申込書提出期限 平成２２年１２月 ９日（木） 

 （５）提案書の提出    平成２２年１２月１０日（金）～１２月１５日（水） 

 （６）審査        平成２３年１月上旬（ヒアリング） 

              平成２３年１月中旬（譲渡検討会） 

 （７）審査結果の通知   平成２３年１月下旬 

 （８）協定書の締結    平成２３年１月下旬（予定） 

 （９）引渡し協議開始   平成２３年１月下旬 

 （10）売買契約の締結   平成２３年４月１日 

 （11）譲渡代金の納付   平成２３年４月１日 

（12）所有権移転登記   平成２３年４月１日 

 

９ 募集に関する事項 

 （１）公募説明会の開催（全施設同時開催） 

    ○開催日時：平成２２年１１月２２日（月）１５：００～ 

○開催場所：北九州市役所９階９１会議室 

（北九州市小倉北区城内１番１号） 

○受付方法：平成２２年１１月１９日（金）１７：１５までに別添の「公募
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説明会参加申込書」をファクシミリで提出のこと 

    ○参加人数：各応募団体で３名以内 

     ※参加者は、説明会当日、この「公設老人福祉施設の譲渡公募に係る募集

要項」及び別冊の「公設老人福祉施設の譲渡公募に係る資料（応募書類 

様式集）」を使用して説明しますので、必ず持参してください。 

 

（２）現地見学 

   ○開催日時：平成２２年１１月２５日（木）１０：００～ 

    ○開催場所：養護老人ホーム楽翁荘 

          北九州市若松区鴨生田二丁目８番１１号 

    ○受付方法：平成２２年１１月２４日（水）１７：１５までに別添の「現地

見学参加申込書」をファクシミリで提出のこと 

    ○参加人数：各応募団体で４名以内 

    

（３）質問の受付 

    ○受付期間：平成２２年１２月１日（水）～１２月９日（木） 

１７：１５まで 

    ○受付方法：別添の「譲渡公募に関する質問票」に記入の上、ファクシミリ

で提出のこと。 

  

（４）公募申込書の提出 

○提出期限：平成２２年１２月 ９日（木）まで（時間厳守） 

 ※期限内に提出がない場合は公募に参加できないので注意のこと。 

○提出時間：８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００を除く） 

○提出場所：北九州市保健福祉局地域支援部介護保険課 

         （北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市役所９階） 

    ○提出方法：必ず提出場所に持参のこと。 

 

 （５）提案書の提出 

○提出期間：平成２２年１２月１０日（金）～１２月１５日（水）まで 

                           （時間厳守） 

     ※期限内に提出がない場合は公募に参加できないので注意のこと。 

○提出時間：８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００を除く） 

○提出場所：北九州市保健福祉局地域支援部介護保険課 

         （北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市役所９階） 

    ○提出方法：必ず提出場所に持参のこと。 

 

10 応募に関する事項 

 （１）提出書類 
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６

 ①別添の提出書類一覧のとおり提出すること。  
②提出された書類の内容変更及び書類の追加はできない。  
（軽微な修正を除く。ただし「運営方針等の提案につい  
 て」についての修正は一切認めない。）  

 ③提出された書類は返却しない。  
④提出部数は、Ａ４判でファイリングしたものを  
部（正本 1 部、副本５部）。  
なお、副本は正本のコピー可（原本証明は不要）。  

 ※ D リングファイルを使用すること。  
   提出書類は、番号入り仕切紙（白紙のインデックス）  

をはさみ、書類番号ごとに分けて綴り提出のこと。  
  ※ 提出書類のうち様式３－１、３－２については、フォント・文字サイズは、

丸ゴシック体・10.5Ｐで統一すること。  
（正本について） 

○  履歴書や委任状などの個人印は、印鑑証明の印影と同じものを使用すること。  
○  設立準備会の場合、委任を受けた者（設立代表者）の実印を使用すること。  
○  印鑑証明や身分証明など公的証明書は、原本を A４白紙に貼り付けて提出するこ
と。  

○  贈与契約書などの契約書は、その写しに次のような原本証明を行い提出するこ
と。  

 
  （代表者名による原本証明の見本）  
 
 
 
 
 
 （２）応募に係る費用負担 

    応募に関して必要となる費用は応募する法人の負担とする。  
 （３）留意事項 

① 応募者について 

    （応募者についての共通事項） 

○ 介護保険法第７８条の２第４項各号及び第１１５条の１２第２項各号

に該当しないこと。 

  ○ 本市が定める指定条件を満たしていること。 

     ・法人が経営する事業所に対し、国・県・市により指導・監査が行われた
場合は、指摘事項を改善していること。 

       ・介護給付費等返還金がある場合は、誠実に返還していること。 
（社会福祉法人を設立する場合） 

この写は原本と相違ありません。  
平成  年  月  日  

社会福祉法人 ○○会 設立準備会  
 設立代表者 ○ ○ ○ ○  実印  

３

２

１
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    ○ 応募時には社会福祉法人ではないため、設立準備会として応募すること。 
     ・仮の団体名は「（仮称）社会福祉法人○○会 設立準備会」、代表者の肩

書きは「設立代表者」とすること。  
     ・「設立代表者」は、設立発起人会の議事録と委任状などで、代表権を明ら

かにした上で、設立代表者として応募すること。  
    ○ 社会福祉法人の設立認可要件を満たすことが確実な状態で応募すること。 
     ・法人設立に関する関係法令等（社会福祉法や国通知「社会福祉法人の認

可について」等）を十分に理解して応募すること。  
     ・特に、役員構成（理事・評議員・監事）は「親族等の特殊な関係にある

者」の人数制限があるので注意すること。特殊な関係には、同じ株式会

社（同一法人）の役員同士、上司と部下、異なる社会福祉法人の役員同

士も含む。  
     ・なお、社会福祉法人の設立認可申請は、公募後、事業予定者がただちに

手続きを行うことになる。  
 

（市内の社会福祉法人の場合） 

    ○ 応募にあたっては、理事会の議決等により、正式な意思決定を経て応募

すること。 

    ○ 定款変更については、応募前に変更する必要はないが、「定款変更認可」

の見込みについて、あらかじめ法人担当課に相談しておくこと。 

② 応募者は、申請書の提出をもって、本要項の記載事項を承諾したものとみな

す。  
③ １つの公募に対して、複数の提案はできない。  
④ 法人の提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。ただし、提

案内容の公表その他本市が必要と認める場合には、本市は、提出された書類の

全部又は一部を無償で使用する。また、提出された書類は、北九州市情報公開

条例の規定に基づき不開示とすべき箇所を除き公開する。  
⑤ 提出された書類は全て返却しない。  
⑥ 追加資料を依頼する場合があるが、それに応じること。  
⑦ 応募書類提出後に辞退する場合は、書面（様式任意）にて提出すること。  

 
11 その他留意事項 
 （１）資金の借入先について  

○  施設建設費の借入先については、原則、独立行政法人福祉医療機構（協調融
資による市中銀行からの借入は可）及び北九州市社会福祉協議会に限ること。

ただし、これによらない特別な事情がある場合は、申込前に介護保険課に協議

し、承認を得ること。  
（２）寄附について  
 ○  法人の設立に必要な資産を寄附する場合は、書面による贈与契約が締結され、



寄附者の所得、資産状況、営業実績等からその寄附が確実であること。  
 ○  また、寄附予定の資金は、応募書類提出後も確実に有している必要があるた

め、次の時点での寄附者の残高証明により確認する。  
   （残高証明：平成 22 年 11 月 30 日、その後も随時提出を求める予定）  
（３）運転資金について  
 ○  施設の運営収入が確保されるまでの運転資金として、次の額に相当する現金、

普通預金又は当座預金等を、自己資金として確保していること。（銀行等から

の借入不可）  
 

年間事業費の 12 分の 1 以上に相当する額 

 
  ※  年間事業費とは「資金収支（見込み）計算書」の経常支出額を算定基礎と

すること。  
  ※  年間事業費は 1 年目の収支を基礎として差し支えないが、上記相当額は最

低基準であり、事前に職員採用なども想定して、実際に必要な運転資金を確保

。  しておくこと

（４）資金収支計画について  
 ○  資金収支計画については、事業開始から 3 年間の計画をたてること。  
 ○  収入や支出については、各事業者の経営方針で計画的な見込みをたてて、利

用者確保の見込み（稼働率）や、人員配置、職員の採用計画などに基づき算定

すること。  
 

12 禁止事項と欠格事項等について（重要事項）  
（１）譲渡検討会の検討の前に、次の行為を行なった場合、審査を行なうことなく

不適とする。 

  ・譲渡検討会の委員に対し、直接、間接を問わず連絡を求め、または接触した

場合 

・その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 

（２）書類の提出期限後（譲渡検討会の専門的な検討まで）は、次に該当する場合、

審査を行なうことなく不適とする。 

  ・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 

  ・重要な事項（資金贈与者等）の変更があった場合 

（３）譲渡検討会で検討し市が選定した後に、次に該当する場合、審査結果に関わ

らず不適とする。 

   ・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 

   ・重要な事項（資金贈与者等）の変更があった場合 

   ・寄附予定者の預金残高が、資金計画で予定された自己資金額を下回った場合 

・その他市民の疑惑や不信を招くような行為をしたと市長が認める場合 
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 （４）次に掲げるものは公募の対象としない。 
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ア 暴力団 （北九州市暴力団排除条例（平成２２年北九州市条例第１９号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員 （北九州市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員が役員となっている団体 

エ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

オ 「北九州市が暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定書」に基

づき暴力団排除措置を講じるための対象者として福岡県警察から北九

州市への通報がなされ、５年を経過しない者及び団体 

カ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者及び団体 

（５）選定先決定後に、前号に掲げる事項に該当することが判明した場合は、決

定を取り消すことができる。  
 

13 協定の締結 

    譲渡先の決定後、平成２３年４月１日付で、売買契約の締結、譲渡代金の納

入、所有権移転登記を行う。 

また、当施設の耐震診断及びそれに伴う実施設計や補強工事を行っていない

ので、利用者の安全面を重視し、譲渡先の判断で、適切な時期に耐震診断等を

行うか、建替を行うこと。 

 

14 その他 

（１）事務・業務の引継ぎ 

   譲渡先とは、協定締結以降、平成２３年４月の譲渡に向けて、協議や引継ぎ

を行う。なお、その経費については譲渡先の負担とする。 

  

15 問い合わせ先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内 1 番 1 号 北九州市役所９階 

   電話 ０９３－５８２－２７７１  ＦＡＸ ０９３－５８２－２０９５ 

   担当 北九州市保健福祉局地域支援部介護保険課 小河、元村 

   E-mail:kunihiko_ogawa@city.kitakyushu.lg.jp 

※提出書類の様式 (Word、Excel）の希望者は、電子メールで上記アドレスに申し
出すること。  

     

＜参考資料＞ 

（１）評価基準 

（２）地積測量図 

（３）建物平面図 



 
 
 
 
 
 

 
評 価 基 準 
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評価基準（審査の着眼点） 

【基本項目】◎審査基準に適合しているかどうかを審査する項目（必須要件）  
■施設設置者（法人）に関するもの 

大項目 中項目  主眼・着眼点  

社会福祉法人を 
設立しようとす
る者 

役員等の構成 
役員等（理事・監事・評議員）が資格要件を満た
しているとともに、その就任が確実であること 

  法人設立の見込 
 法人設立にあたり、社会福祉法や関係通知に示さ
れている要件を満たすことが確実であること  

既存の 
社会福祉法人 

事業経営の実績  適正かつ安定した事業経営の実績があること  

  
一般指導監査の指摘
事項 

 一般指導監査の指摘事項があった場合、それが改
善されていること  

  第三者評価 
 第三者評価を受けている、または受ける予定であ
ること  

 

■資金計画の確実性等に関するもの 

大項目 中項目  主眼・着眼点  

資金計画 
償還計画及び収支計
画 

 償還計画を含めた収支計画が適正であること  

運転資金 
（※特養のみ） 

運転資金の確保 
 介護保険事業は、年間事業費の１２分の３以上の
資金確保が確実であること 

 

■その他 

大項目 中項目  主眼・着眼点  

協力医療機関 協力医療機関の確保 
 協力医療機関・歯科医療機関が確保できることが
確実であること  
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評価基準（審査の着眼点） 

【評価項目】◎審査において評価される項目（１００点満点） 
 

 大項目 中項目  主眼・着眼点  

基本方針 法人の経営理念  社会福祉を目的とする事業者としての経営理念  

  施設の基本方針  経営理念を具体化した施設運営の基本方針  

運営方針 
地域福祉の核となる
取組み 

  

 社会福祉法人として、地域福祉の核となり得るよう
な取組みや地域に開かれた運営について基本的な考
え方と具体的な取組み、それを実現し継続するための
方策  

  
利用者への情報提
供・情報公開 

 利用者が必要な情報を容易に収集できるような情報
提供や情報公開について基本的な考え方と具体的な
取組み、それを実現し継続するための方策  

  
利用者一人ひとりへ
のサービス提供 

 利用者本位の立場から、利用者一人ひとりへの個
別・具体的なサービス提供を行うための基本的な考え
方と具体的な取組み、それを実現し継続するための方
策  

  
サービスの質の向上
策 

 利用者の立場に立ちながら、質の高いサービスが提
供し続けられるための基本的な考え方と具体的な取
組み、それを実現し継続するための方策  

 

  
職員の育成・職場環境 

 施設で働く職員のやる気や満足度を高めるための職
場の環境づくりなど基本的な考え方や具体的な取組
み、それを実現し継続するための方策  

  
低所得者に対する配
慮 

 社会福祉法人の責務として、低所得者へ配慮した法
人運営や施設経営の基本的な考え方や具体的な取組
み、それを実現し継続するための方策  

 利用者の尊厳の保持 
 人権やプライバシーの保護、身体拘束廃止、おむつ
はずしなど、尊厳の保持について基本的な考え方や具
体的な取組み、それを実現し継続するための方策  

 苦情解決の仕組み 
 さまざまな苦情に対する解決の仕組みについて基本
的な考え方と具体的な取組み、それを実現し継続する
ための方策  

  事故発生時の対応 
 誤嚥や転倒など日常的な事故防止や発生時の対応・
再発防止などに関する基本的な考え方と具体的な取
組み、それを実現し継続するための方策  

  衛生管理等の対策 
 日常的な衛生管理から感染症や食中毒等の発生時の
対応・再発防止などに関する基本的な考え方と具体的
な取組み、それを実現し継続するための方策  

  非常災害対策 
非常災害時等の危機管理に関する考え方や具体的

な取組み、それを実現し継続するための方策  

  虐待防止対策 
 虐待防止や虐待対応に関する基本的な考え方や具体
的な取組み、それを実現し継続するための方策  

  個人情報保護対策 
 個人情報保護に関する基本的な考え方や具体的な取
組み、それを実現し継続するための方策  



 

大項目 中項目  主眼・着眼点  

地域の特性を踏まえ、地域住民や地域包括支援
センター等との連携のほか、地域社会に溶け込む

 地域との連携 工夫など、地域連携について基本的な考え方や具
体的な取り組み、それを実現し継続するための方
策  
認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生

活を送ることができるための取組みなど、認知症
 認知症高齢者ケア 

高齢者ケアに対する基本的な考え方や具体的な取
組み、それを実現し継続するための方策  

 これまで培われてきた利用者と施設との間のな
 なじみの関係の継続 じみの関係を継続するため、現在の施設職員を積

極的に採用し、実現するための方策 

事業計画の具体性・実
その他 事業計画を確実に実現し継続するための整合性 

現性と継続性 
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＜主な参考文献等の紹介＞ 
 
○「老人福祉関係法令通知集  ＜平成 22 年版＞」  
   発行所：第一法規株式会社   
○「社会福祉法人設立・運営ハンドブック」  
   発行所：中央法規出版株式会社  
○「第２次北九州市高齢者支援計画（平成 21 年度～平成 23 年度」）  
   発行：北九州市保健福祉局 ※  販売場所は、本庁 1 階 政府刊行物センター  
 
□厚生労働省ホームページアドレス            

 http://www.mhlw.go.jp 
 
□独立行政法人 福祉医療機構 (ワムネット )ホームページアドレス  
  http://www.wam.go.jp 
 
□福岡県ホームページアドレス (介護保険課 )  
  http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ 
 
□北九州市ホームページアドレス (介護保険課 ) 

 http://www.city.kitakyushu.jp/ 


