
 

 

 

 

 

 

１ 発注主管課  健康福祉部長寿福祉課 

 

２ 目的 

この要領は、地域包括ケアシステムの構築を進めていくにあたり、美濃加茂市

地域包括支援センターの委託先を公募型プロポーザル方式により選考し、委託契

約を行うために必要な手続き等について定めるものである。 

 

３ 業務概要 

(1) 業務名及び業務場所 下表の３圏域 

業務 

番号 
業務名 

業務場所 

（担当圏域） 

１ 
美濃加茂市地域包括支援センター運営

業務（西部長寿支援センター） 

太田小学校区 

加茂野小学校区 

２ 
美濃加茂市地域包括支援センター運営

業務（中部長寿支援センター） 

山手小学校区・山之上小学

校区・蜂屋小学校区・伊深

小学校区・三和小学校区 

３ 
美濃加茂市地域包括支援センター運営

業務（東部長寿支援センター） 

古井小学校区 

下米田小学校区 

なお、プロポーザル方式による最優先候補者の選定は、上記の圏域ごと

にそれぞれ実施する。また、それぞれの圏域のプロポーザル方式について、

２圏域又は全ての圏域に参加することも可能とする。 

※ 詳細は、別紙「日常生活圏域と各長寿支援センターの担当圏域の概要」

参照 

(2) 委託期間 平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日まで（４年間） 

ア 委託期間の更新 

平成３４年度以降については、今後定める評価基準により運営状況が極め

て良好であり、美濃加茂市高齢者施策等運営協議会（以下「協議会」という。）

に諮り、更新することが適当と認められる場合に限り、１回（４年間）更新

できるものとする。ただし、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）の改正や圏域の見直しなど変化が生じた場合は公募とする。 

美濃加茂市地域包括支援センター運営業務に係る 

公募型プロポーザル方式実施要領 



 

  イ 委託契約の解除 

業務の実施について著しく不適当と認めた場合又は法、介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第

３６号。以下「省令」という。）、その他これらに関連する告示等（以下「関

係法令」という。）に定められた事項を遵守しないと認められる場合は、協議

会に諮り、期間の満了を待たずに契約を解除することができる。 

 (3) 業務内容 

業務内容は、次のアからエに掲げる業務とする。ただし、業務内容について、

関係法令の改正により変更及び追加が生じる場合は、その実施について必要な

事項を協議のうえ定めるものとする。 

なお、業務内容の詳細については、「美濃加茂市地域包括支援センター運営業

務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

ア 包括的支援事業 

(ｱ) 第１号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニ） 

(ｲ) 総合相談支援業務（法第１１５条の４５第２項第１号） 

(ｳ) 権利擁護業務（法第１１５条の４５第２項第２号） 

(ｴ) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第１１５条の４５第２項 

第３号） 

イ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

(ｱ) 在宅医療・介護連携推進事業（法第１１５条の４５第２項第４号） 

(ｲ) 生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号） 

(ｳ) 認知症総合支援事業（法第１１５条の４５第２項第６号） 

ウ 追加事業 

  介護予防教室、認知症サポーター養成講座、実態調査訪問の実施 

エ その他 

市が実施する関連事業等について、必要に応じて参画し、及び協力するこ

と。 

 

４ 参加資格要件 

参加事業者は、次の要件を全て満たしていること。 

(1) 美濃加茂市プロポーザル方式等の実施要綱（平成２４年美濃加茂市訓令甲第

５号。以下「要綱」という。）第４条第１項各号に規定する者であること。 

(2) 美濃加茂市競争入札参加資格者名簿（以下「参加資格者名簿」という。）に登

録されていない者であっても、要綱第４条第２項に規定する書類を参加表明書

に添付し、参加することができる。ただし、契約の相手方となったときは、契

約締結時までに参加資格者申請をするものとする。 

(3) 省令第１４０条の６７の規定に基づく法人であること。 



 

(4) センターの職員として、省令第１４０条の６６第１号イの規定により次の者

を各１名以上、常勤専従として配置できること。 

ア 保健師その他これに準ずる者 

イ 社会福祉士その他これに準ずる者 

ウ 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 

ただし、上記職員に準ずる者の条件は仕様書による。 

(5) 市内において、法第８条第１項の居宅サービス（福祉用具貸与及び特定福祉

用具販売は除く。）、同条第１４項の地域密着型サービス、同条第２４項の居宅

介護支援又は同条第２６項の施設サービスのいずれかについて、平成２９年４

月１日現在で１年以上事業実績があること。 

(6) 応募する圏域内において、平成３０年４月１日までにセンターを設置できる

こと。 

(7) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定

に該当しない法人であること。 

(8) 法１１５条の２２第２項の規定に該当しない法人であること。 

(9) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１９条の規定による破産手続き開始の

申立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による

再生手続き開始の申立てがなされている法人ではないこと。 

(10) 美濃加茂市契約等における暴力団等排除措置要綱（平成２３年美濃加茂市訓

令甲第１号）の別表に掲げる措置要件に該当しない法人であること。 

 

５ 失格要件 

参加表明書を提出してから受注者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該

当した場合は、失格又は審査の対象より除外する。この場合、その理由を付して

書面をもって通知するものとする。 

(1) 参加資格要件を満たさないこととなったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

(3) １つの参加事業者が１つの圏域に対して複数の提案を行ったとき。 

(4) 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

(5) 参加表明書又は提案書等に虚偽の内容が記載されているとき。 

(6) 参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出したとき。 

(7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請等により、契約の履行

が困難と認められる状態に至ったとき。 

(8) 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

(9) 著しく信義に反する行為があったとき。 

 

 



 

６ 参加に関する留意事項 

(1) 参加事業者は、提案書の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

(2) 参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。 

(3) 提案した内容は、その実現を約束したものとみなす。 

(4) 参加事業者から本実施要領に基づき提出される書類の著作権は、作成者に帰

属する。ただし、契約の締結に至った提案書等の著作権は、市に帰属する。な

お、採用・不採用に関わらず、市は本プロポーザルの報告、公表等のために必

要な場合は、提案書等の内容を無償で使用できる。 

(5) 参加事業者から本実施要領に基づき提出される書類は、提出期間内に限り補

正することができる。提出期間終了後は変更することができないものとし、ま

た、その理由如何に関わらず提案書等の返却はしない。 

(6) 発注者が必要と認める場合は、発注者は参加事業者に対し追加書類の提出を

求め、また記載内容に関する聞き取り調査を行うことがある。 

(7) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条

例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）の規定に基づき、提案書等を公開す

ることがある。 

 

７ 業務の実施に関する留意事項 

(1) センターの運営については、関係法令を遵守するとともに、美濃加茂市地域

包括支援センター（長寿支援センター）運営方針に沿って行うこと。 

(2) センターの設置場所、事務室、備品等については、仕様書に定める事項を全

て満たすこと。 

(3) 市と連携して、美濃加茂市高齢者福祉計画・介護保険事業計画を推進するこ

と。 

(4) 市の指導監査及び協議会の指示に従うこと。 

(5) 業務の全部を一括して他の者に再委託し、これを請け負わせることは認めら

れない。なお、業務の一部を他の者に委託する場合は、委託先及び委託する業

務についてあらかじめ市の承認を受けること。 

 

８ スケジュール 

本プロポーザルの公募に関するスケジュールは、以下のとおりとする。 

項   目 日   程 

参加表明書の提出期限 平成２９年１０月１１日(水)午後５時まで 

質問の受付期間 
平成２９年９月１３日(水)午前９時から 

平成２９年１０月１３日(金)午後５時まで 



 

質問の回答期限 平成２９年１０月１８日(水) 

提案書等の提出期間 
平成２９年９月１３日(水)午前９時から 

平成２９年１１月６日(月)午後５時まで 

１次審査（※１） 平成２９年１１月上旬（※２） 

２次審査（プレゼンテーション

及びヒアリング） 
平成２９年１１月中旬（※２） 

美濃加茂市高齢者施策等運営

協議会への付議 
平成２９年１１月中旬 

審査結果の通知及び公表 

最優先候補者の決定 
平成２９年１１月下旬～１２月上旬 

指名業者選定委員会への付議 平成２９年１２月中旬 

契約締結日 平成３０年４月１日 

※１ １次審査は、各圏域の参加事業者が５者を超えた場合のみ実施する。 

※２ 審査の日程は、参加資格の認定結果と合わせ、書面をもって通知する。 

 

９ 参加表明書の提出 

(1) 提出書類 

要綱に規定する様式第１号 

※ 美濃加茂市競争入札参加資格者名簿に登録されていない事業者は、次の

書類を全て添付すること。登録されている場合は、イのみ添付すること。 

ア 履歴事項全部証明書 

イ 直近の事業年度に係る財務諸表（貸借対照表・損益計算書・財産目録） 

ウ 国税（法人税）の納税証明書 

エ 主たる事務所の所在地における市町村税の完納証明書 

なお、複数の圏域のプロポーザル方式に参加する場合は、参加表明書は圏

域ごとに作成すること。ただし、添付書類については、いずれか１つのみ原

本を添付し、その他の方は写しを添付すること。 

 

(2) 提出方法 

原則として、下記受付窓口へ提出期限までに持参すること。 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日には、受付は行わない。 

郵送の場合は、必ず簡易書留により提出期間最終日の午後５時までに届くよ

う発送すること。 



 

受付窓口 

及び 

郵送先 

美濃加茂市役所 健康福祉部 長寿福祉課 

〒５０５－００４１ 

美濃加茂市太田町１９００番地 美濃加茂市役所分庁舎３階 

 

(3) 参加資格の認定及び通知 

参加資格の認定は、平成２９年１０月１３日（金）までに行い、その結果を

速やかに参加事業者に通知する。 

(4) 参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 

参加資格が認められなかった者は、発注者に対して平成２９年１０月１８日

（水）までに書面により理由について説明を求めることができる。発注者は、

説明を求められたときは、平成２９年１０月２３日（月）までに書面により回

答する。 

 

１０ 説明会  本業務の説明会は実施しない。 

 

１１ 質問の受付・回答 

(1) 提出方法 

参加事業者は、法人名、担当者名、担当者連絡先、及び質問内容を簡潔にま

とめ、ファックス又はＥメールで提出するものとし、送信時には必ず電話で受

信の確認を行うものとする、 

(2) 提出先 

健康福祉部長寿福祉課 ＴＥＬ ０５７４－２５－２１１１（内５０２） 

ＦＡＸ ０５７４－２４－７４４７ 

e-mail shien@city.minokamo.lg.jp 

(3) 回答方法 

質問はまとめてＥメールにより全参加事業者へ回答する。なお、軽易な事項

（実施要領や仕様書の記載内容の確認等）については、その都度個別に回答す

ることがある。 

 

１２ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

番号 書類の名称 

様式２ プロポーザル提案書 

様式３ 誓約書 

様式４ 介護サービス事業実績 

様式５ センター業務に関する実績 

mailto:shien@city.minokamo.lg.jp


 

様式６ 運営の基本方針 

様式７ 事業実施計画書 

様式８ 職員体制等計画書及び配置職員経歴書 

様式９ センター事務所開設計画書 

様式１０ 情報管理方針及び危機管理体制 

様式１１ 収支計画書 

添付書類 
・定款の写し 

・見積書 

(2) 提出先 

健康福祉部長寿福祉課 

(3) 提出部数 

１２部（正本１部、副本１１部） 

※ 作成上の留意事項 

・用紙サイズはＡ４サイズとすること。 

・印刷は、カラー、白黒は問わない。用紙の縦向き、横向きは問わない。 

・各ページの下部中央にページ番号を付すこと。 

・両面印刷し、ステープラーで留めること。 

・ファイル綴じ込み等製本はしないこと。 

(4) 提出方法 

持参に限る。 

 

１３ 審査委員会 

プロポーザルの審査は、美濃加茂市地域包括支援センター運営業務プロポーザ

ル方式審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 

１４ 審査手順 

審査は、１次審査及び２次審査の２段階で実施する。なお、両審査とも審査過

程は非公開とする。 

 

(1) １次審査（書類審査） 

参加事業者が圏域ごとに５者を超えない場合は、書類審査を省略する。 

審査委員会は、提案書等について、１５に示す審査基準に従って審査を行い、

得点の合計が最も高い提案から上位５者を選考する。 

(2) ２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

審査委員会は、１次審査で選考された事業者を対象に、プレゼンテーション

及びヒアリングを行う。審査の日時及び会場については別途通知する。 



 

なお、プレゼンテーションの実施者は１事業者につき３人以内とし、プレゼ

ンテーション及びヒアリングの時間はそれぞれ２０分以内とする。 

※ 発注者は、２次審査において追加資料は受理しない。 

※ 参加事業者は、提案書の内容を説明するために必要な場合は、パソコン、

プロジェクター、スクリーン等を使用することができる。これらを使用する

場合は、事前にその旨を発注者へ連絡すること。発注者において、スクリー

ン及び電源コンセントは用意するが、それ以外に必要な機材は参加事業者が

準備すること。 

(3) 審査の結果 

審査委員会は、２次審査の結果、審査順位１位の事業者を最優先候補者、審

査順位２位の者を次点者に決定する。なお、２次審査の結果は、全参加事業者

に文書で通知するとともに、市のホームページで公表する。 

 

１５ 審査基準 

審査における基準は、次の項目及び配点とする。ただし、審査委員全員の合計

点数が、満点の７割に満たない場合は失格とする。 

審査区分 審査項目 配点 

法人の評価 
①業務実績 

②経営状況 
 ２０ 

運営の基本方

針 

①センター運営の基本方針等 

②公平・中立性の確保 

③市及び関係機関等との連携 

 ５０ 

事業の実施計

画 

①包括的支援事業 

②包括的支援事業（社会保障充実分） 

③追加事業 

④その他（指定介護予防支援業務の実施、困難

ケース等への対応、自主的な取組み等） 

 ７０ 

職員体制計画

及び配置職員

の経歴 

①職員の配置計画及び勤務体制 

②専門３職種の経歴及び経験 

③職員育成方針 

 ６０ 

センター事務

所の開設計画 

①設置場所・立地条件 

②事務所及び駐車場の状況 

③備品等の整備計画 

④事務所の開設スケジュール 

 ４０ 



 

情報管理方針

及び危機管理

体制 

①個人情報の保護対策 

②事業実績管理の方法 

③緊急時の対応 

 ４０ 

収支計画及び

価格評価 

①収支計画書 

②価格評価 
 ２０ 

合      計 ３００ 

 

１６ 候補者の辞退について 

審査委員会が、審査の結果により候補者として決定し、それを通知した後に、

当該候補者が受託を辞退することは、原則として認めないものとする。 

なお、辞退をした場合は、それを公表するとともに、今後はセンター業務の受

注者として認定しない。また、辞退あるいは人員体制、設備の未整備等により候

補者が業務を受託できない事態となり市に損害が生じた場合は、市からその費用

を請求する場合がある。 

 

１７ 委託料の予定価格 

本業務に係る平成３０年度から平成３３年度までの委託料の予定価格は、次の

とおりとする。 

なお、委託料のうち、「センター運営分」については、消費税及び地方消費税は

非課税のため含まない。「追加事業分」については、１回（件）あたりの単価に実

績回（件）数を乗じて得た額を、「センター運営分」とは別に、年度ごとに定める

予算の範囲内において支払うものとする。 

(1) センター運営分 

業務 

番号 

業務名及び業務場所 

（担当圏域） 
予定価格(４年間) 

１ 

美濃加茂市地域包括支援センター運営業務 

（西部長寿支援センター） 

太田小学校区・加茂野小学校区 

８，０００万円 

２ 

美濃加茂市地域包括支援センター運営業務 

（中部長寿支援センター） 

山手小学校区・山之上小学校区・ 

蜂屋小学校区・伊深小学校区・三和小学校区 

８，０００万円 

３ 

美濃加茂市地域包括支援センター運営業務 

（東部長寿支援センター） 

古井小学校区・下米田小学校区 

８，０００万円 



 

(2) 追加事業分（単価） 

ア 圏域ごとで実施する介護予防教室         9,500円／回（税別） 

イ 圏域ごとで実施する認知症サポーター養成講座  10,200円／回（税別） 

ウ 実態調査訪問の実施               2,000円／件（税別） 

  ※ 詳細については仕様書のとおりとする。 

 

１８ 契約の締結 

発注者は、最優先候補者として決定した者と契約締結の交渉を行う。ただし、

最優先候補者との契約交渉が不調のときは、次点者と契約交渉を行う。なお、契

約書は、仕様書及び提案書に基づいて決定するものとし、受注者は、当初仕様書

に変更が生じる可能性があることから柔軟に対応すること。 

 

１９ その他 

(1) 美濃加茂市競争入札参加資格者名簿への登録 

審査の結果により最優先候補者として決定された場合は、契約の締結時まで

に美濃加茂市競争入札参加資格者名簿に登録されるよう、速やかに必要な手続

きをとること。 

(2) 指定介護予防支援事業所の指定 

審査の結果により最優先候補者として決定された場合は、契約の締結時まで

に指定介護予防支援事業所（法第１１５条の２２）の指定を受けること。 

(3) 業務の引継 

業務の引継については、仕様書に従って円滑に実施すること。 

 

２０ この実施要領に関する問い合わせ先 

美濃加茂市 健康福祉部 長寿福祉課 

〒５０５－００４１ 美濃加茂市太田町１９００番地 

電  話 ０５７４－２５－２１１１（内線５０２・５０４） 

Ｆ Ａ Ｘ ０５７４－２４－７４４７ 

Ｅメール shien@city.minokamo.lg.jp 


