
様式第３号（第８条関係） 

提案募集要項(公募型プロポーザル方式) 

プロポーザル選定委員会 委員長 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名    地域密着型サービス（小規模多機能型居宅介護）事業者募集 

(2) 業務目的   高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画（平成27年度～平成29年 

         度）に基づき、高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう 

         に、地域密着型サービスの基盤整備を進めるため。 

(3) 契約期間   平成29年3月までに施設整備を終え、平成29年4月からサービス提供 

         を開始できること。 

(4) 業務内容   小規模多機能型居宅介護の建設、運営及びそれに付随する業務 

(5) 業務実施上の条件 以下の条件に従ってください。 

          ア 三芳町指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防 

サービスの事業に関する基準等を定める条例（平成 25年条例第

5号）の基準を満たしていること 

          イ 事業所の建築計画は、都市計画法、建築基準法、消防法その他 

            の関連する法令等の基準を満たしていること（応募前に、必ず 

            担当部署の窓口で確認をしてください） 

          ウ 施設を整備しようとする土地・建物は、事業者が所有、または 

            賃借すること。賃借の場合は、事業継続に支障のない必要十分 

            な賃貸借契約期間（30年以上）を有していること、またはそれ 

            が確実であること 

          エ 整備予定地の隣接地権者、町内会等の地域住民に対して説明会 

            等の必要な対応を行い、施設建設が円滑に進められる見込みが 

            あること 

          オ 地域密着型サービスに対する国・県の補助金等については、交 

            付決定を約束できるものではありません。地域密着型サービス 

            事業計画については、補助金等を見込まずに作成してください。 

            ただし、本町に対し国・県から補助金等の交付がなされる場合 

            は、交付される補助金等の額の範囲内において、事業予定者に 

            対し、補助することになります。 

            なお、補助を受ける場合は、一定の要件及び手続きが必要に 

            なります。 

          カ 本公募に係る施設整備等に対する、町の単独補助はありません。 

(6) 業務所管課   三芳町健康増進課 

(7) その他主な事項 公募する場所は、三芳町内であれば限定はしません。 

           

           

           



２ 参加申込書に関する事項  

(1) 参加申込書の作成様式 

参加申込書(様式6号)及び技術資料(様式第13号)を提出のこと。 

また次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 

・登記事項証明書（発行後3か月以内のもの） 

・営業所表（様式第14号） 

・委任状（様式第15号。ただし、対象業務において代理人を置く場合に限る。） 

・財務諸表（直前決算のもの。賃借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書） 

・誓約書（介護保険法第78条の2第4項各号、第115条の12第2項各号の規定に該当 

 しない旨の誓約書） 

(2) 提出期限、場所及び方法 

ア 提出期限 ： 平成27年12月22日(火曜日) 午後4時00分 

イ 提出場所 ： 三芳町健康増進課介護保険担当 

〒354-8555   埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1   

TEL  049 – 258 - 0019  （内線184～187）  

e-mail kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

ウ 提出方法 ： 予め電話予約の上、持参による提出とする（9時～16時）。郵送及

びFAXによる提出は認めない。なお、土曜・日曜及び祝日は受け付

けません。 

(3) 参加申込の資格要件 

ア 地域密着型サービス事業所を開設し、継続して運営する能力、資力を有する法

人であること。 

イ 介護サービス事業者として、1年以上のサービス提供実績があること。 

ウ 介護保険法における指定の欠格事由、取消し事由に該当せず、所管官庁の監査、

指導、検査等において重大な指摘を受けていないこと。 

エ 三芳町暴力団排除条例（平成25年条例第3号）第2条に規定する、暴力団又は暴

力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。 

オ 事業者が納税義務を有する税金を滞納していないこと。 

３ 提案者の選定に関する事項 

(1) 提案者を選定するための基準 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

経営規模 経営規模は妥当であるか 資本金、売上高 

瑕疵担保力 瑕疵に対する責任をとれるか 賠償責任保険の加入の有無等 

業務遂行力 業務遂行体制は妥当か 企業の技術者数等 

業務経歴 
当該業務を遂行するために必要な知

識・経験を有しているか 
同種・類似業務の実績等 

専任性 
当該業務に専念できる時間が十分あ

るか 
手持ち業務量等 

実施体制 実施体制はどうか 従事予定者数 

社会貢献（倫理観） 社会的貢献度が有るか 育児・介護休暇等の優遇等 



(2) 非選定理由に関する事項 

参加申込書を提出した者のうち、提案者として選定されなかった者に対しては、非

選定理由を書面により、選定委員会(所管課)から通知する。 

４ 提案書の作成に関する事項 

(1) 提案書の作成様式、提出部数 

① 作成様式 

ア 応募申請書 

イ 法人の概要・沿革 

ウ 代表者・管理者・計画作成責任者・計画作成担当者の経歴 

エ 役員（予定）名簿 

オ 法人定款または寄付行為 

カ 給与規定 

キ 就業規則 

ク 収支予算書 

ケ 現在運営している法人の決算報告書 

コ 法人の各納税証明書 

サ 資金計画書及び借入金返済計画書 

シ 実施予定事業の定員・従業者等の計画 

ス 事業運営に関する提案書 

セ 土地・建物の権利関係を確認できる書類 

ソ 建物計画図（Ａ3版可） 

タ 建設予定地の案内図・周辺の地図・写真 

チ 事業日程書 

②提出部数 

ア 提出書類は、正本1部、副本8部とします。 

イ 同内容によるＰＤＦデータによるＣＤ－ＲＯＭ 1部 

ウ Ａ4版縦型左綴じを原則とし、インデックスを付けてください。 

エ 全体をフラットファイル等に綴じてください。 

(2) 留意事項 

  ア 他の事業応募者の計画内容に関しての問い合わせについては、一切応じません。 

  イ 応募に際して不正行為、または書類に虚偽のある記載があった場合は、失格と 

    なります。 

  ウ 応募受付後に辞退する場合は、取り下げ書（任意様式）を提出してください。 

(3) 提案書の提出期限、場所及び方法 

ア 提出期限 ：平成28年1月29日(金曜日) 午後4時00分 

イ 提出場所 ：三芳町 健康増進課介護保険担当 

〒 354-8555 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1    

TEL 049-258-0019 （内線184～187）  

e-mail kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

ウ 提出方法 ： 予め電話予約の上、持参による提出とする。郵送及びFAXによる提



出は認めない。なお、土曜・日曜及び祝日は受け付けません。 

(4) 本提案募集要項の内容についての質問・回答 

  ア 質問は、文書（Ａ4版任意様式）により行うものとし、電子メールで送付する 

    ものとする。なお、文書には担当窓口の部署、氏名、電話、ＦＡＸ番号、メー 

    ルアドレスを記載するものとする。 

  イ 提出先メールアドレス：kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

    ウ 質問受付期限：平成28年1月8日（金曜日）午後5時まで 

  エ 質問に対する回答は、平成28年1月12日（火曜日）までに、メールで回答するも

のとする。なお、参加承諾した全事業者に周知する必要があるものについては、

参加承諾した全事業者あてにメールで周知するものとする。 

(5) 提案のプレゼンテーション 

ア 提案書の提出後、指定する日時（2月上旬～中旬）にプレゼンテーションを行い、

提案の説明を行う。プレゼンテーションに欠席した場合は、募集に応じる意思

が無いものとみなす。 

イ 発表方法：プレゼンテーション及びヒアリングによる提案説明 

ウ 発表時間：30分（プレゼンテーション20分、質疑応答10分） 

(6) 提案書を採用するための評価基準 

ア 業務遂行能力・保有技術力に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

業務遂行能力 
業務を遂行できるだけの専門技

術を有しているか 
専門技術職員数 

企画提案者の業務

経歴 

業務遂行のために、必要な知識・

経験を有しているか 
同種又は類似業務の実績数 

実施体制 
業務遂行のために必要な実施体

制を用意しているか 
従事予定者数 

業務管理者及び業

務責任者の実績・

専任性 

業務遂行のために、必要な知識・

経験を有しているか 
同種又は類似業務の実績数 

当該業務に専任できる時間が十

分にあるか 
手持ちの業務量 

イ 提案内容に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

小規模多機能

型居宅介護運

営の適格性 

法人として、小規模多機能型居宅介護

の運営を行うことが、適しているか 

法人の理念や姿勢 

個人情報の取扱い等 

法令等の遵守 

利用者への情報提供等 

自己評価や第三者評価 

運営の適正化や効率化 

事業に対する

企画力 

業務に対する取組み姿勢が適切で、意

欲があるか 

地域住民との交流 

質の高いサービス提供 

その他 
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運営全般 

事故発生時の対応 
転倒等の日常的な事故防止や再発

防止について 

衛生管理体制 
日常的な衛生管理に努め、感染症

や食中毒発生時の対応 

非常災害体制 
非常災害時、防災に対する具体的

な対応 

業務に対する取組み姿勢が適切で、意

欲があるか 

介護の方針 

サービスを利用していない日にお

ける登録者への関わり 

緊急時の対応 利用者の急変時の体制 

苦情処理・解決方法 苦情等の対応は適切か 

低所得者に配慮した料金体系になっ

ているか 
利用料の算定根拠は明確か 

家族等との連携体制 
家族からの意見や家族への情報提

供の考え方 

公平公正な対応になっているか 虐待防止に対する考え方等 

利用者の重度化への対応 利用者の重度化への対応 

協力医療機関について 協力病院等との連携及び支援体制 

運営推進会議について 
運営推進会議をどのように活用し

ていくか 

職員体制 

人材確保や人員配置 

急な職員の欠員等に対応できる十

分な人材を確保し、適正な人員配

置をする取組みや方策が考えられ

ているか 

職員の待遇等について 
人事制度・待遇についての考え方

等 

研修制度 
事業所内での研修や外部研修等に

ついて 

資料調整能力 企画提案書は分かり易いか 提案書のまとめ方 

 ウ プレゼンテーション・ヒアリングの評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

説得力 説明が、論理的で納得できるか 

プレゼンテーション内容 
資料調整能力 

プレゼンテーション資料が分かり易

いか 

協調性 
冷静に議論できるか、意思疎通が容

易かどうか 
質問に対する受け答え姿勢 

(7) 提案者の内定方法 

三芳町プロポーザル方式業者選定実施要綱第14条に基づき、プロポーザル委員会の

審査を経て、提案者を内定する。 

ただし、審査の結果、選定事業者なしとする場合があります。 



(8) 提案書の不採用理由に関する事項 

提出した提案書が採用されなかった者に対しては、採用されなかった旨とその不採

用理由を書面により、選定委員会(所管課)から通知する。 

５ 本提案募集要項についての問い合わせ先 

三芳町 健康増進課介護保険担当 

〒 354-8555  埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1     

TEL 049-258-0019（内線184～187）  

e-mail kenko@town.saitama-miyoshi.lg.jp 

６ その他の留意事項 

(1) 提出期限までに参加申込書を提出しない者及び提案者に選定された旨の通知

を受けなかった者は、提案書を提出することができない。 

(2) 参加申込書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

(3) 参加申込書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加申込書及び提案書を

無効とし、その提出者を失格とする。 

(4) 提出期限後における参加申込書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。 

(5) 提出された参加申込書及び提案書は返却しない。なお、提出された参加申込書

及び提案書は、提出者に無断で使用しない。 

  ただし、町は事業予定者の公表等必要な場合には、応募書類の内容を無償で使

用できるものとします。 

(6) 本公募における用地（建物）権利者又は地域住民等との間の確約書等に基づき 

   生じた損害賠償請求権等については、応募者の責任に帰する事項であり、町は 

   その責を負いません。 

(7) 選定経過の透明性を確保するため、必要な限度で参加者ごとの評価結果を事後 

   に公表することがあります。 

  

以 上 


