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１. 公募について 

 成田市第７期介護保険事業計画において，地域包括支援センターの整備目標値を定め，

２０１９年度については，東部圏域において大栄地区を担当する１支所の新規整備を予定

しています。 

これに伴い，２０１９年度には，新規整備を行う東部圏域に加え，既存の中央圏域（圏

域の再編により，南部圏域に名称変更）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の設置・

運営を受託する法人を，各圏域ごとに，それぞれ１法人ずつ募集します（西部北・西部南・

西部西は，２０１８年に選定済み。）。 

 

２. 地域包括支援センターの担当圏域，整備目標数及び公募の実施の有無 

地域包括支援センターの担当圏域，整備目標数及び公募の実施の有無については，表１

に記載のとおりです。２０１９年度には，既存の中央圏域のうち，中郷地区を西部南圏域

へ，久住地区を東部圏域へ，それぞれ編入し，遠山地区をもって南部圏域とします。 

なお，東部圏域については，現在の東部地域包括支援センターが久住・下総を担当し，

大栄地区を担当する同センター大栄支所を新設することとなります。 

 

●地域包括支援センターの担当地域 

 

    ２０１８年 10 月            ２０１９年 10 月 

 

 

 

 

 

一. 公募の概要 
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表１ 

担当圏域，整備目標数及び公募の実施の有無 

日常生活圏域 整備目標数 公募の実施の

有無 

西部西 公津地区（はなのき台を除

く。） 

 ×（２０１８年

に実施済み） 

西部南 成田地区・中郷地区 ※１  ×（２０１８年

に実施済み） 

西部北 豊住地区・八生地区・ニュー

タウン地区（はなのき台を含

む。） 

 ×（２０１８年

に実施済み） 

南部（現・中央） 遠山地区      ※２ １ ○ 

東部 久住地区・下総地区・大栄地

区 

          ※３ 

１＋支所 

大栄支所を新

設   ※４ 

○ 

※１ ２０１９年度に，中郷地区を編入する予定です。 

※２ ２０１９年度に，遠山地区のみとする予定です。 

※３ ２０１９年度に，久住地区を編入する予定です。 

※４ 大栄支所の事務所は，成田市役所大栄支所内に本市が用意する予定です。 

 

参考１ 各圏域ごとの介護予防プラン・介護予防ケアマネジメント数 

２０１７年度実績（単位：件） 

日常生活圏域 直営実施 委託実施 総件数 

中央（久住・中

郷を含む。） 

４８２ ５９７ １，０７９ 

東部（久住を除

く。） 

５９７ １，０９４ １，６９１ 

 

参考２ 再編後の各圏域の高齢者人口 数値は，２０１８年３月末日現在（単位：人） 

日常生活圏域 ２０１９年度 

南部（久住・中

郷を除く。） 

３，２０４ 

東部（久住を含

む。） 

６，９３６ 
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３. 地域包括支援センターの業務内容 

 次のとおりの事業です。詳細は，業務委託仕様書に定めるとおりです。 

(1) 法第１１５条の４５第１項第１号二に規定する第１号介護予防支援事業 

(2) 法第１１５条の４７第２項に規定する包括的支援事業 

(3) 法第１１５条の４８第１項に規定する会議の開催 

(4) 法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援の事業 

(5) 前各号に掲げるもののほか，地域包括支援センターの運営に必要な業務 

 

４. 人員体制 

 職員体制は，業務委託仕様書に定めるとおりとしますが，概要は，次のとおりです。 

日常生活圏域 保健師その他

これに準ずる

者 

社会福祉士そ

の他これに準

ずる者 

主任介護支援

専門員その他

これに準ずる

者 

南部 １ １ １ 

東部 各 1 以上，かつ，合計で 6 

ただし，６の確保が困難な場合は，協議に応じる

ものとし，選考において考慮することとします。

この場合における委託料の額は，８.運営財源等

に定める額にかかわらず，職員の人件費相当額を

踏まえ市が定める額とします。 

 

５. 設備要件等 

 各日常生活圏域内に次のとおり事務所を設置するほか，業務委託仕様書に定めるとおり

とします。なお，設置予定の事務所の地理的条件（交通の便，分かり易さ等），設備等に

ついては，選考において考慮します。 

日常生活圏域 主たる事務所 支所 

南部 １  

東部 成田市下総地域福祉セ

ンター内（成田市猿山

1,600） 

※市が提供 

成田市大栄支所内（成田

市松子 413-1） 

※市が提供 

 

6. 業務対応時間 

① 窓口開設日   月曜日から金曜日まで（祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日を

除く。） 

 ② 窓口開設時間  午前８時 30 分から午後 5 時 15 分まで 
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 なお，業務時間帯以外であっても地域の住民，関係団体等の会議等への出席を求める場

合があります。 

※ シフト制などにより上記対応が可能となるように調整するほか，電話等により 24 時

間対応可能な連絡体制を確保すること。ただし，緊急時の連絡体制については，運営事

業者の本体施設等との連携による対応としても，差し支えないものとします。 

 

７. 委託契約期間 

 委託契約期間は２０１９年１０月 1 日から２０２０年 3 月 31 日までとします。 

 

（1）委託契約の期間 

  地域包括支援センターの運営状況については，地域包括支援センター等運営協議会に

報告し，意見を求めながら，概ね６年間を経過するごとに公募を行い，公正・中立に受

託法人を選定することとしています（第 7 期介護保険事業計画）。 

よって，２０２０年度以後，次回の公募までの間の委託契約については，1 年ごとの

単年度契約とし，地域包括支援センター等運営協議会の意見を踏まえつつ，新たに契約

を締結するかどうかを判断することとなります。 

 （2）委託契約の解除 

  次の事由に該当する場合，期間の満了を待たずに委託者である市は，受託法人との

契約を解除することができるものとします。 

①業務委託仕様書の条項に違反したとき。 

②この事業を遂行することが困難であると認めるとき。 

③重大な過失又は背信行為があったとき。 

なお，受託法人の都合による予告のない解除権の行使は認めません。 

 

８. 運営財源等 

（１）運営財源 

 地域包括支援センターの運営財源は，①包括的支援事業に係る業務委託料と②指定

介護予防支援業務及び第１号介護予防支援業務に係る介護予防サービス計画費（介護

報酬）及び介護予防ケアマネジメント費（第１号介護予防支援事業支給費）とします。 

①包括的支援事業に係る業務委託料 次の表のとおりです。なお，２０２０年度以後の

委託料については，予算編成等により変更となることがあります（２０２０年度以後

の委託料の額を保証するものではありません。）。 

日常生活圏域 ２０１９年度の委託料 内訳 

南部 9,264,000 円 

 

 

・人件費（専門職 3 人）6 月分 

・諸経費６月分       ※１ 

・センターの名称変更に伴う看板等

改修費等相当経費（現受託法人の
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場合に限り，仕様書で定める経費

について，155,000 円を上限に

認めるもの）       ※２ 

東部 18,761,000 円 

 

 

・人件費（専門職６人）6 月分 

・諸経費 6 月分       ※３ 

・初度経費（初年度のみ）  ※４ 

※１ 

  諸経費 6 月分には，２０１９年 10 月に消費税率が 10％に引き上げられるという

想定に基づく消費税増税相当分 19,000 円を見込んで積算しているため，増税時期

の変更があった場合は，変更することがあり得ます。 

※２ 

  現受託法人以外の場合は，155,000 円を差し引いた額 9,109,000 円が２０１９

年度の委託料となります。 

※３ 

  諸経費 6 月分には，２０１９年 10 月に消費税率が 10％に引き上げられるという

想定に基づく消費税増税相当分 29,000 円を見込んで積算しているため，増税時期

の変更があった場合は，変更することがあり得ます。 

※４ 

  東部の初度経費は，1,000,000 円とし（初年度のみ），新設する大栄支所の備品，

設備等は，全て受託法人の負担とします。地域包括支援センターの運営状況の問題等

により，本業務を本市が定める期間（概ね 6 年間）継続できない場合は，初度経費に

より購入した備品等について，返還を求める場合があります。 

 

②介護予防サービス計画費及び介護予防ケアマネジメント費 全額を受託法人の収入

としますが，指定介護予防支援業務及び第１号介護予防支援業務の一部委託を行う場

合は，介護予防サービス計画費又は介護予防ケアマネジメント費に相当する額を居宅

介護支援事業所へ委託料として支払うこととします。また，業務委託仕様書に定める

とおり，本市の包括的支援事業に係る業務委託料の対象となる専門職については，担

当上限数を設けています（受託法人が独自に雇用する職員については，特に担当上限

なし）。 

 

（2）業務委託料の支払方法 

 受託者の請求により支払います。支払の時期及び方法については，契約等にて定め

ます。 

 

（３）２０２０年度以後の業務委託料の精算方式の導入の検討について 

 業務委託料の基礎となる人件費と諸経費は，原則として定額としているところです（職
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員が欠員となった場合の減額あり）が，２０２０年度以後の委託契約において，予算で定

める額を上限とした実費による精算方式を導入することがあり得ます。 
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１. 応募資格 

応募受付日において，法人格を有し，包括的支援事業及びその他の事業を適切，公

正，中立かつ効率的に実施することができる次の要件を満たすことのできる法人であ

ること。 

（１）成田市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例（平成２６年条例第４３号）

を遵守し，包括的支援事業を実施することができること。 

（２）成田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２６年条例

第４２号）に従い本市の指定を受け，指定介護予防支援事業を実施することができ

ること。 

（３）成田市地域包括支援センター運営実施方針（平成２９年１２月２６日付け成高第 

２０８５号）を踏まえ，適切に包括的支援事業を実施することができること。 

（４）応募する地域内に地域包括支援センター（指定介護予防支援事業所）を設置するこ

とができること。 

（５）直近２年間の法人税，消費税及び地方消費税並びに市県民税の滞納が無いこと。 

（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）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

当しないこと。 

（８）原則として下記の公募説明会に参加していること。 

（９）その他，地域包括支援センターの設置・運営に当たり，別に定める業務委託仕様書

等及び介護保険法等の関係法令を遵守していること。 

 

２.応募方法 

（1）応募書類 

様式１ 成田市地域包括支援センター受託法人応募申込書 

様式２ 誓約書 

様式３ 地域包括支援センター運営に関する事項（法人概要） 

様式４ 地域包括支援センター運営に関する事項（基本理念） 

様式５ 地域包括支援センター運営に関する事項（事業方針） 

様式６ 地域包括支援センター運営に関する事項（開設日程） 

様式 7 地域包括支援センター運営に関する事項（職員確保） 

様式 8 地域包括支援センター運営に関する事項（事務所設置計画） 

様式 9 地域包括支援センター運営に関する事項（危機管理） 

資料 1 法人の定款等 

二 応募手続について 
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資料 2 法人の登記事項証明書（応募の３か月以内に発行されたもの） 

資料 3 法人の財務諸表（損益計算書，貸借対照表，キャッシュフロー計算書，

財産目録等）直近の２年度分まで 

資料 4 法人税，消費税及び地方消費税並びに市県民税の各納税証明書（直近２

年分） 

資料 5 配置予定職員の履歴書及び有資格者であることを証明する書面 

（要原本証明） 

資料 6 その他応募書類提出に係る添付資料等 

 

（2）受付期間 

２０１９年５月１０日（金）まで 

（土・日曜日及び祝日を除く午前 9 時～午後５時） 

  

（3）提出場所 

 成田市福祉部介護保険課（議会棟１階） 

 

（4）提出部数 

正本１部 副本８部 

（副本については，各様式，各証明書等正本の写しで足りるものとする。） 

 

（5）提出方法 

 介護保険課に直接提出すること。 

 

（6）提出に当たっての留意事項 

 ・提出書類は，Ａ４版縦型フラットファイルに左閉じとし，書類にインデックスを添付

する。 

なお，インデックスについては後述する「成田市地域包括支援センター受託法人応

募提出書類一覧」を参照し，正本及び副本についてそれぞれ，№１から№１５までの

インデックスを付けること。 

 ・提出された書類は，理由の如何を問わず返却しません。 

 ・成田市が必要と判断したものについては，書類の内容を無償にて使用できるものとす

る。 

 ・書類提出に係る一切の費用は，応募法人の負担とします。 

 ・提出後の提出書類については，理由の如何を問わず，修正できません。 
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３．公募説明会 

 公募説明会を下記のとおり開催する。応募法人は原則として参加すること。 

（1）日 時：２０１９年４月１９日（金）午後２時～午後３時 

       （受付：午後１時 30 分から） 

（2）会 場：成田市役所議会棟３階執行部控室 

（3）内 容：委託業務内容，応募書類の確認等 

（4）参加者：各法人３名程度まで 

（5）その他：事前に電話等での参加の予約をすること 

 

４．質問書 

質問がある場合には，公募内容・公募条件に関する質問書（様式１０）に要旨を記

載し，提出するものとする。 

 受付は２０１９年４月１９日（金）～５月８日（水） 

（土，日及び祝日を除く午前 9 時～午後５時まで） 

 応募法人より提出された質問については，質問を行った法人を含め応募者全員に回

答するものとします。 

 

５．応募の取下げ及び辞退 

 応募を取り下げ，又は辞退をする場合には，書面（様式は，任意）にて取下げ又は

辞退の理由を明記し提出するものとする。 

 なお，応募書類提出後の応募書類の返却については，理由の如何を問わず，一切応

じません。 
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１. ヒアリングについて 

（1）  市職員及び外部の有識者を招へいし，ヒアリングを行います。 

（2）  ヒアリングには，法人担当者３名程度の出席を求めることとします。 

（3）  公平を期するため，提出期間内に応募法人から提出された書類等（添付資料を含

む。）の内容及びヒアリング内の質疑応答の結果等を選考の対象とします。 

 

２. ヒアリングの方法及び留意点について 

（1）  ヒアリングにおいては，提出書類等（添付資料）に関して，応募法人に１法人  

１５分～２０分程度のプレゼンテーションを行っていただきます。 

提出書類等及び法人によるプレゼンテーションに関する質疑応答の結果を基に，

業務の継続性・安定性，業務の実行性，業務の管理の３つの観点から受託候補とな

る法人（以下「受託法人候補者」という。）の選考を行います。 

（2）  受託法人を募集する募集圏域ごとに順次，ヒアリングを行います。（ヒアリング

当日のスケジュールについては，ヒアリングの実施前に応募者に対して介護保険課

より連絡いたします。） 

なお，ヒアリング及び選考については，評価の判断基準として点数制を採用しま

す。 

（3）  募集圏域に受託を希望する法人が複数いる場合については，前号に定める評価点

を基に，当該圏域内の受託を希望する法人に順位を付し，１位の順位となる法人を

受託候補者として選考することとなります。 

 なお，募集圏域に受託を希望する法人が１法人であったとしても，ヒアリング及

び選考の評価によっては，受託法人候補者の該当なし，と判断する場合もあります。 

 

 

 

１. 選考結果について 

選考結果については，応募法人の全てに選考結果を通知します。（６月上旬予定） 

２. 選定について 

申請書類（添付資料を含む）及びヒアリングで選考した受託法人候補者の結果を基

に，成田市が地域包括支援センターを運営する能力等を総合的に評価し，受託法人候

補者の選定を行います。 

 選定結果は受託法人候補者に対してのみ通知します。（６月下旬予定） 

３. 選定結果の公表について 

今般の公募手続等の応募状況及び選定法人の結果等については，選定結果通知後，

契約締結日前に成田市ホームページに掲載し，公表する予定です。

三. ヒアリング及び選考について. 

四. 選考結果及び選定結果の通知について. 
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四. 選考及び選定後について. 

 

１. 選定後について 

（1）協議等 

市は，選定結果の通知後，選定した受託法人と委託契約締結・業務開始に向けて協

議をするものとします。協議において必要な書類等があれば，市より受託法人に対し

て適宜準備を依頼します。 

なお，この際に資料を準備するために必要な費用は，受託法人が負担するものとし

ます。 

（2）辞退について 

選定結果の通知後，受託法人が受託の辞退，人員体制又は設備の欠格等が原因で，

市が委託することができない事故が生じたことにより，市に損害が生じた場合には，

市から損害賠償請求する場合があります。 

（3）契約締結前の準備行為について 

  業務が円滑に開始できるようにするため，受託法人は，業務の引継ぎ，事業計画の

作成，研修への参加等を，業務開始日までに行うものとします。この場合における費

用は，受託法人が負担するものとします。 

  なお，受託法人の事情により事業の実施ができなくなった場合でも，準備に要した

費用等を市は補償しません。 

 

 

 

１. 公募スケジュール 

 公募に関するスケジュールは，以下のとおりとなります。 

（1）公募要項の配布 ４月８日（月）～同月１９日（金） 

（2）公募説明会 ４月１９日（金） 

（3）応募書類の提出 ４月２２日（月）～５月１０日（金） 

（4）ヒアリング ５月３０日（木） 

（5）選考結果の通知・公表 ６月上旬 

（6）選定結果の通知・公表 ６月下旬 

（7）細目協議・引継等 ６月下旬から（選定結果通知以降随時行う） 

（8）契約締結日・業務開始日 １０月１日（火） 

※ ヒアリングについては，日程調整により，期日が変更する場合があります。この場合

には，応募者に対して介護保険課より連絡いたします。 

六. スケジュール等 

. 

五. 選定後について. 
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№ 確認 種別 書類名・資料名 

 1 □ 様式１ 成田市地域包括支援センター受託法人応募申込書 

 2 □ 様式２ 誓約書 

 3 □ 様式３ 地域包括支援センター運営に関する事項（法人概要） 

 4 □ 様式４ 地域包括支援センター運営に関する事項（基本理念） 

 5 □ 様式５ 地域包括支援センター運営に関する事項（事業方針） 

 6 □ 様式６ 地域包括支援センター運営に関する事項（開設日程） 

7 □ 様式 7 地域包括支援センター運営に関する事項（職員確保） 

8 □ 様式 8 地域包括支援センター運営に関する事項（事務所設置計画） 

9 □ 様式 9 地域包括支援センター運営に関する事項（危機管理） 

10 □ 資料 1 法人の定款等 

11 □ 資料 2 
法人の登記事項証明書 

（応募の３か月以内に発行されたもの） 

12 □ 資料 3 
法人の財務諸表（損益計算書，賃借対照表，キャッシュフロ

ー計算書，財産目録等）直近の２年度分まで 

13 □ 資料 4 
法人税，消費税及び地方消費税，法人市民税，法人県民税及

び法人事業税等の各納税証明書（直近２年分） 

14 □ 資料 5 
配置予定職員の履歴書及び有資格者であることを証明する書

類等（要原本証明） 

15 □ 資料 6 その他応募書類提出に係る添付資料等 

 

上記については，提出時に，提出書類等に遺漏がないか，再度確認をすること。 

また，正本・副本の作成に当たっては，各様式，資料等に№の対応するインデックスを

付し，整理した内容で提出すること。 

 

 

 

〒２８６－８５８５ 

住 所：成田市花崎町７６０番地 

    成田市福祉部介護保険課  

電 話：０４７６－２０－１５４５（直通） 

ＦＡＸ：０４７６－２４－２３６７ 

Ｅmail： kaigo@city.narita.chiba.jp 

担 当：太田・越川 

 

七. 成田市地域包括支援センター受託法人応募提出書類一覧 

. 

八. 提出先及びお問い合わせ先 

. 


