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旧みのかも西デイサービスセンターあじさい利活用に関する 

サウンディング型市場調査 実施要領 

 

  令和４年５月２０日 

 美濃加茂市市民福祉部高齢福祉課 

 

 

１ 調査名称 

旧みのかも西デイサービスセンターあじさい利活用に関するサウンディング型市場調査 

 

２ 調査目的 

美濃加茂市では、デイサービス（介護保険通所介護（総合事業第１号通所事業含む）・身体障がい者

通所介護（地域活動支援センターⅡ型））を実施することを条件に、旧みのかも西デイサービスセンタ

ーあじさいを事業者に令和３年度まで貸し付けていました。 

この貸付契約が令和３年度で期間満了となりましたが、令和４年度の利活用方法は決まらず、令和

５年度以降の旧みのかも西デイサービスセンターあじさいの利活用方法を現在検討しています。 

この調査は、施設の利活用方法を決定する際の参考とすることを目的として実施し、いただいたア

イデア・ご提案を基に利活用方法を決定した際には、施設を貸し付ける事業者を公募する予定です。 

なお、本対話への応募の有無は、事業者公募における審査の採点には一切影響しません。 

 

３ 対象用地・施設の概要 

名  称 旧みのかも西デイサービスセンターあじさい 

所 在 地 岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣２１５７番地 

土地・延床面積 土地：1866.39㎡ 建物：528.82㎡  

※併設されている「高齢者集いの家」及び「高齢者集いの家の駐車場部分」は除く 

既存建物の概要 構造    ： 鉄筋コンクリート造 

階数    ： １階 

延床面積  ： 528.82㎡ 

竣工年度  ： 平成１２年度 

付帯設備  ： 駐車場４台 

美濃加茂市では、旧みのかも西デイサービスセンターあじさいを民間事業者に貸し付け、施設を

利活用していただくことを現在検討しています。 

そこで、令和５年度以降の施設の利活用方法を決定する際の参考とするために、民間事業者の皆

様との「対話」を通じて、自由な発想に基づく魅力的で実現可能な事業アイデアやご要望などをお

聞きするサウンディング型市場調査を実施します。福祉分野に限らず、どんな利活用方法でも結構

です。是非ご参加いただきますようお願いいたします。 



2 

 

修繕履歴 ： 以下の表を参照 

工事実施年月 

(新しい順) 
件名 

2021/10 ガス漏れ警報器交換 

2021/10 ガスヒートポンプエアコン修繕業務 

2021/10 自火報設備修繕 

2021/9 ろ過ポンプ更新 

2021/6 地下ピット内給湯系統及び手洗い給水系統 漏水修繕業務 

2021/4 給水ポンプユニット修繕 

2021/2 高圧設備機器取替 

2021/2 事務所系統空調機器修繕 

2020/7 室外機モーターバルブ修繕 

2020/6 ソーラーシステム修繕 

2020/5 給湯器修繕 

2020/5 給湯循環ポンプ取替修繕 

2020/3 自動ドア修繕 

2020/3 浴室目隠しフェンス修繕 

2020/2 膨張タンク、給湯器系統水漏れ修繕 

2019/12 浄化槽放流ポンプ取替工事 

2019/3 真空式ヒーターマイコン盤取替え修繕 

2019/3 自動制御機器修繕 

2019/3 ＧＨＰ空調室外機修繕 

2019/3 洗浄便座漏水修繕 

2018/11 給水ポンプユニット修繕 

2018/9 給水ポンプユニット修繕 

2017/3 浄化槽放流ポンプNO1,NO2修繕 

2016/9 ピット内給湯漏れ修繕 

2016/5 ボイラー室水漏れ修繕 

2016/2 加圧ポンプ修繕 

2012/8 浄化槽排水ポンプ修繕 

2012/7 排水ポンプ修繕 

2007/5 浄化槽設備修繕 
 

現況 ・「高齢者集いの家」が併設されており、加茂野地区の市民が利用している。 

・施設及び設備の維持・保守点検は現在市が実施している。 

 

４ 提案内容 

ご提案いただく内容については、従前どおりのデイサービス等に限らず、施設の利活用がされれば、

どのような提案でも構いません。ただし、普通財産の貸付けにより施設を借り受けて、維持管理して

いただくことを前提とした提案に限ります。 

  できる限り幅広いご意見をいただき、その上で利活用に向けた検討の参考にさせていただきます。 
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５ 対話のスケジュール 

実施日・期限等 項 目 

令和４年 ５月２０日（金） 実施要領を公表 

令和４年 ６月１７日（金） 現地見学会・事前説明会への参加申込の締切 

令和４年 ６月２４日（金） 現地見学会・事前説明会の開催 

令和４年 ７月 ８日（金） 個別対話（サウンディング）への参加申込の締切 

令和４年 ７月１１日（月）まで 個別対話（サウンディング）実施日時及び場所の連絡 

令和４年 ７月２０日（水）・２１日（木） 個別対話（サウンディング）の実施 

令和４年 ７月２９日（金）（予定） 調査結果の概要を公表 

 

６ 対話の内容（対話において、お聞きしたいと考えている事項） 

主に次の事項について、ご意見やご提案をお聞かせください。 

なお、自らが事業の実施主体となることを前提とし、実現可能なご意見・ご提案をお願いします。 

（１）主な対話の項目 

①事業参画の意向 

②施設を活用した事業のアイデア（活用方法、管理運営内容等） 

③公募条件の妥当性 

【想定している主な公募条件】 

１ 賃借料について 

 賃借料は原則有償とするが、美濃加茂市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第４条第１

号の規定に基づき、以下に該当する場合は無償とする。 

(1) 公共団体又は公共的団体において公共用又は公益事業の用に供するとき。 

２ 費用負担等について 

美濃加茂市公有財産の管理に関する規則第１２条の５の規定に基づき、以下の条件を遵守するこ

と。 

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借り受けた者において負担すること。（修繕費用を含

む。） 

(2) 借り受けた財産を、承認を得ないで転貸又は権利の譲渡をしないこと。 

(3) 借り受けた財産を、貸付けを受けた日から一定の期間内に貸付けの目的に使用すること。 

(4) 借り受けた財産を、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。 

(5) 次に掲げる場合は、貸付契約の解除ができること。 

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。 

(6) 本市が契約をする損害保険等の損害保険料相当額を必要に応じ負担させること。 

(7) その他必要な事項（現時点では想定されていません。） 

３ 貸付期間について 

 美濃加茂市公有財産の管理に関する規則第１２条の６第１項第１号の規定に基づき、３０年以内

とすること。 

４ 事業実施の設備について 

  市は、施設に既設のものは施設に併せて貸与し、その他の事業実施に係る備品は、事業者が設置
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すること。 

④その他事業参画にあたって、市に配慮してほしい事項 

 

（２）対話の進め方 

対話は、上記項目に基づいて個別に実施します。参加された民間事業者の皆様からご説明いただ

き、それを踏まえて、市側の質問等にお答えいただきます。 

なお、お答えいただけない項目・内容があっても構いません。 

 

７ 対話の手続き 

（１）現地見学会・事前説明会の開催 

当該施設の概要及び本調査（個別対話）の実施方法等について、現地見学会・事前説明会を開催し

ます。参加を希望される方は、申込期限までに次の申込先へ参加者氏名、企業名、部署名、電話番号

を明記の上、Ｅメールにて御連絡ください。 

※事前説明会への参加は、個別対話への参加条件ではありません。 

日  時 令和４年６月２４日（金）午前９時から 

場  所 旧みのかも西デイサービスセンターあじさい 及び 美濃加茂市役所 

申込期限 令和４年６月１７日（金）午後５時まで 

申 込 先 

美濃加茂市 市民福祉部 高齢福祉課 

E-Mail: kourei@city.minokamo.lg.jp 

【留意事項】メール件名は「事前説明会参加申込」としてください。 

 

 

（２）個別対話（サウンディング）への参加申込 

対話への参加を希望される方は、別紙の参加申込書に必要事項を記入の上、期日までに次の申込先

へＥメールにて御提出ください。 

申込期間 令和４年６月１７日（金）～ ７月 ８日（金） 

申 込 先 

美濃加茂市 市民福祉部 高齢福祉課 

E-Mail: kourei@city.minokamo.lg.jp 

【留意事項】メール件名は「サウンディング参加申込」としてください。 

 

（３）個別対話（サウンディング）の実施日時及び場所の連絡 

対話への参加申込のあった企業の担当者あてに、令和４年７月１１日（月）までに実施日時及び場

所をＥメールにて連絡します。希望に沿えない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。 
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（４）個別対話（サウンディング）の実施 

対話は、参加事業者のアイデア及びノウハウ保護のため、次の日時・場所にて個別に行います。 

日時 令和４年７月２０日（水）・２１日（木）※時間は、申込後に個別に調整します。 

場所 美濃加茂市役所本庁舎２階 第１会議室 

所要時間 ４５分～１時間程度 

対象者 事業の実施主体となる意向を有する民間事業者 

対話の内容 ６（１）を参照 

 

８ 留意事項 

（１）参加資格 

対話への参加資格は、旧みのかも西デイサービスセンターあじさい利活用に関する事業者公募に参

加する意向を有する者とします。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対話の対象者として認めないこととします。 

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

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に規

定する暴力団又は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に該当する者 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づく更生・再生手続き中の者  

④ 美濃加茂市建設工事請負契約に係る指名停止措置要綱（平成１９年美濃加茂市訓令甲第２４号）

に基づく指名停止を受けている者 

⑤ 国税及び地方税を滞納している者 

 

（２）参加及び対話内容の扱い 

・対話への参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきますが、双方の発言とも、何ら約束するも

のではありません。 

 

（３）対話に関する費用及び説明資料の提出 

・対話への参加に要する全ての費用は、参加された民間事業者の皆様の負担とします。 

・対話の実施に際して、特に説明資料の提出は求めませんが、説明のために必要な場合は、提出分と

して計３部御持参ください。 

 

（４）追加対話への協力 

・必要に応じて、追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施させていただくことがあります

ので、その際には御協力をお願いします。 
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（５）実施結果の公表 

・対話の実施結果については、民間事業者の皆様のアイデアやノウハウの保護に配慮した上で、概要

を市ＨＰ等で公表します。 

・公表内容については、事前に参加事業者へ確認を行います。 

・参加事業者等の名称は、公表しません。 

 

９ 参加申込・問い合わせ先 

美濃加茂市 市民福祉部 高齢福祉課 担当：樋口、大脇 

〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町 3431番地 1 

TEL 0574-28-1120 FAX 0574-24-7447 

E-Mail: kourei@city.minokamo.lg.jp 
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１０ 参考資料 

（広域図） 

 

 

 

  

旧みのかも西デイサービスセンターあじさい 
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（平面図） 

 

（施設写真） 

 

 

貸付対象施設（旧西デイサービスセンターあじさい） 貸付対象外施設 

（高齢者集いの家） 


