平成３１年度

三島市地域包括支援センター運営事業委託業務
プロポーザル実施要領

１ 目的
現在、三島市では、市内４か所に地域包括支援センターを設置しているが、近年における高
齢者人口の著しい増加に対応し、高齢者等への支援体制のさらなる強化を図るため、地域包括
支援センターを１か所増設することとなった。
そこで、本要領において、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。
）に基
づく包括的支援事業等を実施する地域包括支援センター運営事業委託業者を特定する公募型プ
ロポーザル（以下「プロポーザル」という。）の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
２ 業務の概要
(1) 業務名
三島市地域包括支援センター運営事業委託業務
(2) 業務内容
別紙「三島市地域包括支援センター運営事業委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）」
のとおりとする。
(3) 業務履行圏域
圏域名
三島北地区

担当地域（町名）
栄町、西若町、泉町、寿町、芝本町、一番町、大宮町 1 丁目、大宮町 2 丁
目、大宮町 3 丁目、文教町 1 丁目、文教町 2 丁目、加茂川町、(若松町)、
加茂、壱町田、末広町、幸原町 1 丁目、幸原町 2 丁目、東壱町田

(4) 委託期間
平成３１年（２０１９年）１０月１日から平成３２年（２０２０年）３月３１日まで
(5) 契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約とする。
(6) 委託契約の更新
地域包括支援センターの運営業務に関する事業評価を毎年実施し、その内容を三島市地域
包括支援センター運営懇話会に報告し、意見を求める中で、概ね６年間を経過するごとに公
募を行い、公正かつ中立に受託者を選定する。
したがって、平成３１年度以後、次回の公募までの間については、１年ごとの単年度契約
とし、三島市地域包括支援センター運営懇話会の意見を踏まえつつ、その運営状況が良好で
あると市が判断した場合、委託契約の更新を行うこととする。
(7) 委託料限度額等
ア 平成３１年度の業務委託料は、６月で８，８６９，２５０円を上限とする。
イ 事務費及び事業費等の諸経費は、２，１５９，０００円を上限とする。ただし、当該経
費は、上記アの業務委託料に含むものとする。
ウ ケアプラン作成に伴う収入は、受託者の収入とする。ただし、当該収入に関しては、別
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途契約書において上限額を定めるものとする。
(8) 委託料の支払
原則、四半期払とするが、市と受託者との協議により最終的に決定する。
３ 公募スケジュール
公募に関するスケジュールは、以下のとおりとする。
項目

期日

①公募開始、質問書の受付開始

平成３１年（２０１９年）４月８日（月）

②質問の受付期限

平成３１年（２０１９年）４月１７日（水）

③質問に対する回答

平成３１年（２０１９年）４月２２日（月）

④提案意向申出書受付期限
⑤プロポーザル提案書等提出書類
受付期限

平成３１年（２０１９年）４月２６日（金）
平成３１年（２０１９年）５月１７日（金）

⑥プレゼンテーション及び
ヒアリング審査の実施

平成３１年（２０１９年）６月１０日（月）

⑦選定結果の通知・公表

平成３１年（２０１９年）６月中旬

⑧契約締結、設置準備開始

平成３１年（２０１９年）６月下旬以降

⑨運営業務委託開始

平成３１年（２０１９年）１０月１日（火）

４ 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第
１４０条の６７に規定する法人で、以下に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
なお、契約締結までの間に、各項に定める参加資格の要件を満たさなくなった場合は、資格を
失うものとする。
(1) 在宅介護支援センター、社会福祉法人、医療法人であること。また、それ以外の法人の場
合、包括的支援事業を実施することを目的として設置することができる公益法人又はＮＰＯ
法人であること。
(2) 公募する日常生活圏域（以下「圏域」という。
）内に地域包括支援センターを設置できるこ
と。また、三島市内において介護保険サービスを提供する事業所を有し、かつ、サービスの
提供実績があること。
(3) 職員配置については、別紙仕様書に定めるとおりとするが、
「地域包括支援センターの設置
運営について」
（平成１８年１０月１８日老計発第１０１８００１号、老振発第１０１８００
１号、老老発第１０１８００１号）６(1)で示す人員で、次のア～ウの職種を専従かつ常勤換
算後の人数で各１人以上配置すること。
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
(4) 法第１１５条の２２第２項各号（介護予防支援の指定の欠格事由）のいずれにも該当しな
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いこと。
(5) 公募開始日現在、過去３年間のうち、都道府県及び市町村が行った指導監査等において、
重大な指摘事項がないこと。
(6) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する一般競争入札の
参加者の資格を有すること。
(7) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな
いこと。
(8) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(9) 直近１年間の法人税、消費税及び地方消費税並びに市県民税等の滞納がないこと。
(10) 団体又はその代表者等が、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、それらの利益となる活動を行う団体及び同条
第６号に規定する暴力団員に該当しないこと。
５ 質問書の受付及び回答
本要領の内容等に対する質問及び回答は、次により行うものとする。
(1) 提出方法
質問の内容を簡潔にまとめて、書面（様式は自由とする）に記入の上、持参のほか、郵便、
ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。その際に、件名は「三島市地域包括支援センター
運営事業委託業務に関する質問」とし、質問者の法人名、部署名、役職・氏名、電話番号、Ｆ
ＡＸ番号及び電子メールアドレスを明記の上、質問内容を端的に表す表題を本文に記載する
こと。
なお、ＦＡＸ又は電子メールにて提出した場合は、送信後、必ず地域包括ケア推進課へ電
話（電話番号：０５５－９８３－２６８９）にて受信確認を行うこと。
(2) 受付期間
平成３１年（２０１９年）４月８日（月）から１７日（水）まで
※土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで
(3) 提出先
三島市 健康推進部 地域包括ケア推進課 地域包括支援係（三島市役所 西館１階）
○ 所 在 地：〒４１１－８６６６ 静岡県三島市北田町４番４７号
○ ＦＡＸ番号：０５５－９７５－３１５９
○ 電子メール：houkatsu@city.mishima.shizuoka.jp
(4) 質問に対する回答
質問のあった項目については、平成３１年（２０１９年）４月２２日（月）に三島市ホー
ムページにて回答する。
なお、電話や口頭での個別回答は一切行わないものとする。
６ 参加申込
本プロポーザルに参加する場合は、以下の書類を提出し、参加の意思を表明すること。
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(1) 提出書類
以下の書類を各１部提出する。なお、各様式を補足する参考資料の添付も可とする。また、
提出の際は、アからキまでを順番に綴じ、番号を付したインデックスを貼付するなどして、
見やすいように調製する。
ア 様式第１号：提案意向申出書
イ 様式第１号の２：誓約書
ウ 様式第１号の３：法人概要及び法人実績
エ 様式第１号の４：役員等名簿
オ 資料１：法人の定款又は寄附行為等（写し可）
カ 資料２：財務諸表（
「貸借対照表」及び「損益計算書」。直近の事業年度分）
キ 資料３：登記事項証明書（写し可）
(2) 提出期限
平成３１年（２０１９年）４月２６日（金）午後５時まで（必着）
※土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで
(3) 提出先
三島市 健康推進部 地域包括ケア推進課 地域包括支援係（三島市役所 西館１階）
(4) 提出方法
提出書類一式を紙媒体にて上記提出先に直接提出すること。
７ 提案書等の提出
提案者として認められた者は、以下のとおり提案書及び関係書類を提出する。
(1) 提出書類
別紙１「平成３１年度

三島市地域包括支援センター運営事業委託業務応募書類一覧表」

（以下「一覧表」という。
）のとおりとする。
(2) 提出期限
平成３１年（２０１９年）５月１７日（金）午後５時まで（必着）
※土・日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで
(3) 提出先
三島市 健康推進部 地域包括ケア推進課 地域包括支援係（三島市役所 西館１階）
(4) 提出部数
正本１部、副本８部
※副本については正本の写しで可とする。
(5) 提出方法
提出書類一式を紙媒体にて上記提出先に直接提出すること。
(6) 提出に当たっての留意事項
ア 応募書類は、Ａ４判縦型フラットファイルに左綴じとし、書類にインデックスを貼付す
る。なお、インデックスについては、別紙１の一覧表を参照し、正本及び副本にそれぞれ
書類番号を記載する。
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イ 提出後の応募書類については、理由の如何を問わず返却しないものとする。
ウ 書類提出に係る一切の費用は、提案者の負担とする。
エ 募集期間内に、応募書類が全て整わない場合や、市から別に期間を定めて求める資料の
修正等に応じられない場合には、応募を辞退したものとみなす。
８ 応募の取下げ及び辞退
応募を取下げ又は辞退をする場合には、書面（任意様式）にて取下げ又は辞退の理由を明ら
かにし、地域包括ケア推進課に提出するものとする。
９ プレゼンテーション及びヒアリング審査
提案者ごとに、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行う。
(1) 実施日及び場所等
実施日及び場所等については、提案者に対して別途通知する。また、当日のプレゼンテー
ション及びヒアリング審査の順番は、応募書類の受付順とする。
なお、天災等やむを得ない事由が生じた場合、プレゼンテーション及びヒアリング審査を
延期又は中断することもあるため、その際は、新たな実施日程等を後日改めて通知する。
(2) 時間配分
１提案者につき３０分～４０分程度（プレゼンテーション１５分～２０分、ヒアリング
１５分～２０分程度）とする。
(3) 機器類の準備
ア プレゼンテーションについては、原則提案書及び添付資料等により行うが、プロジェク
ター等を使用して説明することも認める。
イ 当日に資料の追加提出及び配布はできないものとする。
ウ パソコン等については、提案者が用意すること。なお、プロジェクター等については、
事務局にて準備する。
10 選定方法及び結果の通知
(1) 選定方法
ア 契約候補者の選定は、三島市職員により構成される「三島市地域包括支援センター運営
事業委託業務プロポーザル方式契約候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）に
おいて実施する。なお、選定委員会は非公開とする。
イ 選定委員会は、応募書類及び提案者へのヒアリングの内容等を別紙２「三島市地域包括
支援センター運営事業委託業務提案書 評価基準」に基づき総合的に審査する。
ウ 最高得点をつけた選定委員が最も多い提案者（同数の場合は総合得点の最も高い提案者）
を契約候補者に選定する。
ただし、最高得点者の得点が最低基準点（満点の６割）に満たない場合は、契約候補者
として選定しないものとする。
エ 契約候補者は、選定委員会による審査結果を踏まえ、市長が決定する。
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(2) 結果の通知及び公表
審査の結果は、全ての提案者に文書により通知するとともに、三島市ホームページにて公
表する。
11 失格要件
以下のいずれかに該当した場合には、選定委員会において協議の上、失格となることがある。
(1) 提出書類に虚偽の記載がある場合
(2) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(3) 提案書等の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合
(4) プレゼンテーション又はヒアリングに欠席した場合
(5) 選定委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合
(6) その他、選定委員会において不適当と認められた場合
12 契約の締結
(1) 契約に関する手続
市と契約候補者に選定された者が委託業務の仕様について協議し、仕様が確定したときは、
随意契約により契約を締結する。
契約候補者が契約を辞退する場合は、書面（任意様式）にて辞退の理由を明らかにすること。
なお、辞退や協議の不調等により契約の締結に至らない場合は、選定結果により次順位以
下となった者のうち、評価が上位の者から順に新たな契約候補者として協議等を行う。
(2) 契約保証金
受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければなら
ない。ただし、三島市契約規則（平成１７年三島市規則第５号）第３３条各号のいずれかに
該当する場合は、契約保証金を免除する。
13 事務局
(1) 担当部署

三島市 健康推進部 地域包括ケア推進課 地域包括支援係

(2) 担 当 者

山本、山中

(3) 所 在 地

〒４１１－８６６６ 静岡県三島市北田町４番４７号

(4) 電話番号

０５５－９８３－２６８９

(5) ＦＡＸ番号

０５５－９７５－３１５９

(6) 電子メール

houkatsu@city.mishima.shizuoka.jp
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