
 

 

美濃加茂市公告第２２号 

 

美濃加茂市みのかも西デイサービスセンター運営事業者募集事業公募型プロ

ポーザル方式実施要領 

 

 美濃加茂市みのかも西デイサービスセンター運営事業者募集事業公募型プロポー

ザル方式を以下のとおり実施する。 

 

  令和３年９月６日 

 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

 

１ 発注主管課 

美濃加茂市 健康福祉部高齢福祉課 

〒５０５－８６０６ 岐阜県美濃加茂市太田町１９００番地 

ＴＥＬ：０５７４－２５－２１１１ 

E-mail：kourei@city.minokamo.lg.jp 

 

２ 事業概要 

(1) 事業名 

美濃加茂市みのかも西デイサービスセンター運営事業者募集事業 

(2) 目的 

現在のみのかも西デイサービスセンターあじさい（以下「西デイ」という。）

は平成１３年に建設され、令和２年度まで美濃加茂市が指定管理者制度を用い

て運営してきた。しかし、介護保険制度が導入され、２０年以上が経過し、多

くの民間事業者がデイサービス事業に参入している現状から、検討の結果、民

間事業者の活力を使い民間事業者が運営すべきとの結論に至った。そこで、当

市が所有する西デイを無償で貸し付け、デイサービス事業を運営する事業者を

募集し、もって当市のデイサービス事業の安定的供給に資することを目的とす

るものである。 

(3) 貸付物件及び貸与備品 

本募集事業の事業施設（以下「貸付物件」という。）及び貸与備品は、美濃加

茂市みのかも西デイサービスセンター運営事業者募集事業公募型プロポーザル

方式実施要領に係る仕様書（以下「仕様書」という。）のとおりであり、詳細は

仕様書を参考とすること。 

なお、本件物件及び土地の登記の状況は市で確認した限り次のとおりであり、

詳細な登記状況の確認は、必要に応じて参加事業者にて行うこと。 



 

 

甲区 所有者 美濃加茂市 

乙区 抵当権等の記載無し 

(4) 貸付けの条件 

 ・貸付物件の貸付料は無償とする。 

 ・貸付物件は、現状での引き渡しとする。 

 ・貸付物件に設置してある備品については、事業者に無償で貸与するものとす

る。 

 ・貸付物件の使用貸借契約（以下「無償貸付契約」という。）の締結後、維持管

理・修繕等の費用は事業者の負担とする。 

 ・契約締結後、令和４年４月１日からデイサービス事業（介護保険法（平成９

年法律第１２３号）第８条第７項に定める通所介護、介護保険法第１１５条

の４５第１項第１号ロに定める第１号通所事業及び美濃加茂市地域生活支援

事業実施要綱（平成３１年美濃加茂市告示第４８号）第８章第２節に規定す

る地域活動支援センター事業Ⅱ型）を行うこと。 

・貸付物件は、事業者が自ら利用すること。第三者に対して権利の譲渡や転貸

をしてはならない。 

・貸付物件は、契約の目的以外に利用することはできない。 

・次に掲げる場合は、契約の解除ができることとする。 

ア 公用又は公共用に供するため必要となったとき。 

イ 借り受けた者が貸付契約の規定に違反したとき。 

 ・貸付期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 ・無償貸付契約の期間満了時には、事業者の責任と負担において、現状復旧し

て返還すること。ただし、工作物及び樹木等のうち、市と協議し現状のまま

貸し付けた物については、返還の際に両者で協議するものとする。 

 ・事業者が、契約に基づく義務を履行しない場合は、市は催告の上、本契約を

解除することができる。また、その場合に被った損害について、事業者に賠

償金を請求することができる。 

 

３ 参加資格 

  参加事業者は、次の要件を全て満たしていること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

 (2) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 (3) 美濃加茂市契約等における暴力団等排除措置要綱（平成２８年美濃加茂市告

示第５５号）別表に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 

 (4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手



 

 

続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法にあっては、

更生手続開始の決定、民事再生法にあっては、再生手続開始の決定を受けてい

る者は除く。 

 (5) 介護保険法第７０条第２項各号及び第７８条の２第４項各号、第１１５条の

２第２項各号のいずれにも該当しないこと。 

(6) 次のいずれかの介護保険又は障害福祉事業の経営又は運営実績がある社会福

祉法人、医療法人、特定非営利活動法人又は株式会社等であること。 

ア 通所介護及び第１号通所事業 

イ 介護保険法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション及び介護保険

法第５３条第１項に規定する介護予防通所リハビリテーション 

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第５条第７項に規定する生活介護及び地域活動支援セン

ター事業Ⅱ型 

(7) ７の現地見学会へ参加していること。 

 

４ 失格要件 

 参加事業者が、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ときは、当該参加事業者を失格又は審査の対象から除外す

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) 提出書類に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) 複数の種類の提案書等を提出したとき。 

(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。 

 

５ 参加に関する留意事項 

  参加に関する留意事項は次のとおりである。 

 (1) 参加事業者は、提案書等の提出をもってこの要領の記載内容を承諾したもの

とみなされる。 

 (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) 参加事業者から要領に基づき提出される提案書等の著作権は、参加事業者に

帰属する。 



 

 

 (4) 採用、不採用に関わらず、市は本プロポーザルの報告及び公表等のために必

要な場合は、提案書等の内容を無償で使用できる。 

 (5) 参加事業者は、要領に基づき提出した提案書等を、提出期間内に限り補正す

ることができる。なお、市は、提出された提案書等の返却はしない。 

 (6) 市が必要と認めるときは、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) 市は、本プロポーザルに係る情報公開請求があったときは、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）に基づき提案書等を公開する

ことがある。 

 

６ スケジュール 

現地見学会の受付期間 令和３年９月２４日（金）午後５時まで 

現地見学会 

令和３年９月１９日（日）午前１０時から 

又は 

令和３年９月２６日（日）午前１０時から 

質問の受付 
令和３年９月２１日（火）午前９時から 

令和３年１０月１日（金）午後５時まで 

質問の回答 令和３年１０月１２日（火） 

参加表明書の提出期間 
令和３年１０月２２日（金）午前９時から 

令和３年１１月５日（金）午後５時まで 

提案書の提出期間 
令和３年１１月１５日（月）午前９時から 

令和３年１１月１９日（金）午後５時まで 

第１次審査（書類審査） 令和３年１１月２６日（金） 

第２次審査（プレゼンテーショ

ン及びヒアリング） 

令和３年１２月６日（月） 

契約の締結 令和３年１２月中旬～令和４年３月上旬 

 

７ 現地見学会の受付期間及び実施 

 (1) 現地見学会の申込方法 

   現地見学会の申込は、電話又はメールとする。 

 (2) 申込先 

   健康福祉部高齢福祉課 

ＴＥＬ：０５７４－２５－２１１１（内線５０４） 

E-mail：kourei@city.minokamo.lg.jp 

 (3) 現地見学会は次のとおり行うものとする。 

   日時：① 令和３年９月１９日（日） 午前１０時から 

mailto:kourei@city.minokamo.lg.jp


 

 

      ② 令和３年９月２６日（日） 午前１０時から 

   場所：みのかも西デイサービスセンターあじさい 

      美濃加茂市加茂野町鷹之巣２１５７番地 

 

８ 参加表明書の提出 

 (1) 提出書類 

  ・公募型プロポーザル方式参加表明書（様式１） 

   （様式はホームページで取得すること。窓口では配布しない。） 

  ・履歴全部事項証明書 

  ・財務諸表（直近のものに限る。） 

  ・国税の納税証明書（法人税及び消費税及び地方消費税に係るもの） 

  ・本店又は支店の所在地における市町村税の完納証明書（直近３年分） 

  ・「３ 参加資格 (6)」が確認できる書類 

 (2) 提出先 

健康福祉部高齢福祉課（美濃加茂市太田町１９００番地 市役所分庁舎３階） 

 (3) 提出方法 

   健康福祉部高齢福祉課への持参に限る。 

 (4) 提出期間 

令和３年１０月２２日（金）午前９時から令和３年１１月５日（金）午後５

時まで 

 (5) 参加資格の確認及び通知 

市は、参加事業者に対して参加資格の確認を、令和３年１１月９日（火）ま

でに行うものとし、その結果は、令和３年１１月１２日（金）までに通知する。

なお、参加資格が認められなかった場合は、その理由を付して通知する。 

 

９ 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、ＦＡＸ又は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 

健康福祉部高齢福祉課 

ＴＥＬ：０５７４－２５－２１１１（内線５０４） 

   ＦＡＸ：０５７４－２４－７４４７ 

E-mail：kourei@city.minokamo.lg.jp 

(3) 回答方法 

質問とその回答はまとめて市ホームページにて公表する。なお、質問の内容
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によっては回答しない場合がある。 

 

１０ 提案書等の提出 

 (1) 提出書類 

・プロポーザル等提案書（様式２） 

  ・会社概要 

  ・会社パンフレット 

  ・本募集事業における事業計画書 

  ・本募集事業における資金計画書（令和３年７月３１日以降の預貯金等の残高

証明書等を添付すること。） 

  ・既設の事業の社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７８条第１項に規定

する自己評価結果 

  ・令和２年７月３１日から令和３年７月３１日までの指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第１

０４条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録の一覧 

  ・地域への関わり方の方針がわかる書類 

 (2) 提出先 

健康福祉部高齢福祉課（美濃加茂市太田町１９００番地 市役所分庁舎３階） 

(3) 提出部数 

９部（正本１部、副本８部：Ａ４版、両面印刷、ステープラー留めとする。）

ファイル綴じ込み等の製本はしないこと。９部のうち、正本（１部）以外の副

本（８部）には、参加事業者が特定できる語句及びマーク等を記載してはなら

ない。 

(4) 提出方法 

健康福祉部高齢福祉課への持参に限る。 

(5) 提出期間 

令和３年１１月１５日（月）午前９時から令和３年１１月１９日（金）午後

５時まで 

※作成上の留意事項 

 ・文字の大きさは、原則として１２ポイント以上とすること。 

 ・各ページの下部中央にページ番号を付すこと。表紙を１ページ目とする。 

       ・会社パンフレットがない場合は、提出不要とする。 

 

１１ 審査委員会 

   プロポーザルの審査は、美濃加茂市みのかも西デイサービスセンター運営事

業者募集事業公募型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。 

 

１２ 審査手順 

 (1) 第１次審査（書類審査） 

審査委員会は、提案書等について「１３ 審査基準」に示す審査基準に従っ

て評価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位５事業者選考する。ただし、

参加事業者が５事業者に満たないときは、第１次審査を省略することがある。

なお、第１次審査の最低基準点は満点の７０％とする。 

  ※市は、第１次審査終了後、全参加事業者に対し書面で審査結果を速やかに通

知する。 

  ※市は、第１次審査の点数を第１次審査の通過、非通過の決定のみに利用し、

第２次審査においては利用しない。 

 (2) 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

第１次審査を通過した参加事業者を対象に、次の時間配分により第２次審査

を実施する。審査の順番については、原則として提案書等の受付順とする（第

１次審査後に通知する）。開始時間及び場所は、第１次審査通過者に別途通知す

る。 

  ・プレゼンテーション  ２０分以内 

  ・ヒアリング      ２０分以内 

※参加事業者は、提案書等の内容を説明するためにパソコン、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

旨を市に連絡すること。 

※市は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（パ

ソコン、プロジェクター、ポインター、ケーブル等）は参加事業者が準備す

ること。 

(3) 審査の結果 

審査の結果は、全参加事業者に文書をもって通知する。また、最終審査結果

は、市のホームページ上でも公表する。 

 

１３ 審査基準 

   審査における評価項目及び配点は次のとおりとする。 

   評価点数は、Ａ～Ｅの区分に応じた係数を配点に乗じた点数とする。 

審 査 基 準 配点 

１ 貸付物件の事業計画が適正で、具体的な提案がされているか 

４０  ①施設の目的に沿った事業計画となっているか 

 ②計画に具体性があり、実現可能な計画となっているか 



 

 

③事業に対する考え方が適切で、事業運営が適切に実施でき

る内容になっているか 

④事業についてのアピールポイントはあるか 

⑤施設管理や安全管理の体制が確保されているか 

⑥従業員の配置計画・労働条件・研修等は適正か 

⑦事故や災害など緊急時の体制が確保されているか 

２ 既設の事業運営が適正で、十分な運営実績があるか 

３０ 
 ①既設の事業所を良好に経営した実績はあるか 

②既設の事業所の運営は適正に行われているか 

③利用者の処遇は適正に行われているか 

３ 事業者の経営方針が適正で、事業の確実性、継続性が見込める経

営能力を有しているか 

２０ 

 ①福祉事業を実施する事業者としてふさわしい経営方針をも

っているか 

②事業所の運営は適正に行われているか 

③事業運営の確実性・継続性、事業遂行に必要な組織として経

営状況（資金計画）は適切か 

４ 地域活動との関わりや地域貢献に前向きで、市有施設の貸付先と

してふさわしいか 
１０ 

 ①施設の周辺地域とどのように関わっていくのか 

②地域への貢献がどのように図られるか 

 

区分 当該項目の評価 係数 

Ａ 優れている １．０ 

Ｂ やや優れている ０．８ 

Ｃ 普通である ０．６ 

Ｄ やや劣っている ０．４ 

Ｅ 劣っている ０．２ 

 

 

１４ 契約の締結 

(1) 審査により、最優先候補者として決定した参加事業者と契約の締結交渉を行

う。ただし、当該交渉が不調の時は、次点者と契約締結の交渉を行う。市は、

契約締結時の交渉により、事業計画の内容に変更を指示することがある。 

(2) 事業者の事業形態によっては、契約の締結に議会の議決が必要な場合がある。 

(3) 契約締結後、物件に隠れた瑕疵があることを発見した場合においても、市は



 

 

その損害等に関して責任を負わない。 

 

１５ その他 

本募集事業において使用する言語は日本語、通貨単位は日本円、単位は計量法

（平成４年法律第５１号）に定めるもの、時刻は日本標準時とする。 

 


