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羽生市地域包括支援センター運営業務受託法人募集要項 

 

Ⅰ 公募の概要                                      

１．公募の趣旨  

現在、羽生市では高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごせるように、平成２９年度から日

常生活圏域を３つに分け、それぞれの圏域を担当する地域包括支援センター（以下「センター」

という。）を設置しています。 

今後、更なる高齢化の進展を背景に、相談件数の増加が見込まれるだけではなく、問題の複

雑化・多様化に対応し、引き続き、よりきめ細かな支援が行えるように、令和５年度からのセ

ンター運営業務委託の受託を希望する法人を募集します。 

 

２．募集圏域 

  市内を、３つの圏域に分割し、各地区に１ヶ所ずつセンターを設置します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ※高齢者人口は令和４年４月１日現在のものです。 

 圏 域 担当地区 高齢者人口 

① 東 部 東１～９丁目、北１～３丁目、井泉、三田ケ谷、村君 ５，６８６人 

② 西 部 西１～５丁目、羽生、新郷、岩瀬、川俣、上羽生の一部 ５，２２１人 

③ 南 部 
中央１～５丁目、南１～８丁目、須影、手子林、南羽生、 

上羽生の一部 
５，５５２人 

南 部 

西 部 

東 部 
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３．委託期間 

  令和５年４月１日から令和１１年３月３１日までの６年間 

 

４．業務内容 

  業務内容は次に掲げるものとします。 

  詳細については、別に定める羽生市地域包括支援センター運営業務委託仕様書を参照してく

ださい。 

（１）包括的支援事業 

    ①第１号介護予防支援事業 

 ②総合相談支援業務 

    ③権利擁護業務 

    ④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

    ⑤地域ケア会議推進事業 

    ⑥在宅医療・介護連携推進事業 

    ⑦生活支援体制整備事業 

    ⑧認知症総合支援事業 

 （２）多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

 （３）一般介護予防事業 

（４）指定介護予防支援 

 （５）任意事業、その他業務（市が必要と認める事項）等 

 

５．業務時間 

 （１）業務日 

    月曜日から金曜日 

    ※ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（１２月２９日から１月

３日）は除く 

 （２）業務時間 

    午前８時３０分から午後５時１５分 

 （３）その他 

業務時間外でもあっても地域住民、関係団体等の会議、研修会等への参加・対応が可能

となるように調整するほか、電話等により市が関与しなくとも２４時間対応が可能な連絡

体制を確保すること。なお、緊急時の連絡体制については、運営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。 
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６．職員の配置 

  職員体制は、必ず常勤で専従の以下の職員を各１名以上配置すること。また、職員の選定に

ついてはその者の経験や能力から適切かつ効果的な業務の履行が期待できる者とし、その中の

１名を管理者とすること。また、３専門職種の常勤かつ専従のいずれかの職員が産前・産後休

暇、育児休暇又は３０日以上の病気休暇等を取得する場合、あるいは退職等に伴う欠員が生じ

た場合には、速やかに市に報告し、代替えの職員を配置すること。 

（１）保健師またはこれに準ずる者  

   保健師に準ずる者は、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師（准看護師を除

く）であり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を１年以上有する者とします。 

（２）社会福祉士またはこれに準ずる者 

   社会福祉士に準ずる者は、福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専

門員の業務経験が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以

上従事した経験を有する者とします。 

（３）主任介護支援専門員またはこれに準ずる者 

    主任介護支援専門員に準ずる者は、ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及

び推進について」(平成１４年４月２４日付け老発第０４２４００３号厚生労働省老健局

長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務

経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関す

る知識及び能力を有している者とします。 

 

７．委託料（予定） 

 各年度における委託料の上限 １６，０００，０００円（年額） 

※本事業は市委託事業であり、地域支援事業交付金の対象であることから、３専門職種または

これに準ずる者の配置を必須としており、職員の欠員が生じた場合はその期間及び内容によ

り、委託料から一部返還を求めるものとします。 

    

Ⅱ 応募                                        

１．応募要件 

  応募時において、地域包括支援センター業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施すること

ができる法人で、次に掲げる要件をすべて満たしている必要があります。 

  また、同一法人による複数地区への応募は不可とします。 

（１）応募する圏域内に、法人として、下記のいずれかの事業所（施設を含む）について、本

事業を受託開始までに１年以上の運営実績があること。 

   ①介護保険法に基づく指定を受け、事業所を運営している法人。 

    ②高齢者の保健福祉に係る業務経験がある法人で、医療法人又は社会福祉法人とする。     

（２）介護保険法第１１５条の２２第２項の規定に該当しないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する法人でないこ

と。 
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（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所から更生手続又は再生手続開始の決定がなさ

れていないこと。 

（５）破産法に基づく破産手続開始の申立がなされていないこと。 

（６）本市から、指名停止の措置を受けていないこと。 

（７）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる暴力団及びそれ

らの利益となる活動を行う法人でないこと。 

（９）令和５年４月１日から業務を円滑に実施できる体制をとることができること。 

 

Ⅲ スケジュール                                     

１．スケジュール 

 内   容 期  間  等 

１ 募集要項等配布期間 令和４年 ８月 １日（月）から  ９月 ２日（金） 

２ 質問書受付期間 令和４年 ８月 １日（月）から  ８月１２日（金） 

３ 質問回答予定日 令和４年 ８月２４日（水） 

４ 参加申込書受付期間 令和４年 ８月 １日（月）から  ９月 ２日（金） 

５ 参加資格確認 令和４年 ９月２２日（木）予定 

６ 応募書類提出期間 令和４年 ９月２６日（月）から １０月 ３日（月） 

７ プレゼンテーション 令和４年１０月１４日（金） 

８ 選定結果通知 令和４年１２月上旬 

９ 契約締結 令和５年 １月頃予定 

 

２．応募書類の配布 

 （１）配布期間 

令和４年８月１日（月）９時 から 令和４年９月２日（金）１７時まで 

（※市役所閉庁日を除く） 

 （２）配布場所 

羽生市役所市民福祉部高齢介護課 

（※市のホームページからもダウンロード可） 

 

３．質問方法 

  応募書類提出に関して、要項及び様式等の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式 17）

を提出してください。 

 （１）受付期間 

    令和４年８月１日（月）９時 から 令和４年８月１２日（金）１７時まで 

 （２）回答方法 

    令和４年８月２４日（水）に市のホームページ上において回答 
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Ⅳ 参加申込の提出方法                                        

１．提出書類  

 書類の名称  

１ 参加申込書 様式１ 

２ 誓約書 様式２ 

３ 定款、寄付行為等  

４ 法人登記事項証明書  

５ 法人の財務状況に関する書類（損益計算書、賃借対照表、財産目録等）  

６ 法人の設立趣旨、事業内容等の概要が分かるもの  

７ 法人の事業実績等の概要が分かるもの  

８ 各種納税証明書  

９ 法人の印鑑証明書  

   ※４、８、９については、発行３か月以内の原本（正本のみ）とし、返却はしません。 

 

２．提出部数 

  正本１部、副本１部の合計２部を提出してください。 

 

３．提出期間 

  令和４年８月１日（月）９時 から 令和４年９月２日（金）１７時まで 

 

４．提出先 

  羽生市役所市民福祉部高齢介護課 

 

５．提出方法 

 上記受付場所に直接書類を持参してください（郵送不可）。なお、提出の際は、あらかじめ

電話により連絡すること。 

 

６．参加資格審査結果通知 

  提出書類に不備がないか、応募法人の備えるべき要件を満たしているかを確認し、令和４年

９月２２日（木）（予定）までに結果通知書を送付します。 
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Ⅴ 提案書の提出方法                                 

１．提出書類 

   書類の名称  

１ 応募申込書 様式３ 

２ 法人の概要 様式４ 

３ 役員名簿 様式５ 

４ 応募の趣旨 様式６ 

５ 公正・中立性の確保の方策 様式７ 

６ 地域包括支援センターの運営・羽生市内における介護サービス等の提供実績 様式８ 

７ 羽生市地域包括支援センター運営事業実施計画・運営方針 様式９ 

８ 見積書 様式１０ 

９ 収支予算書 様式１１ 

１０ 地域との協働、多職種連携への取り組み 様式１２ 

１１ 個人情報保護及び苦情解決体制 様式１３ 

１２ 職員の育成方針 様式１４ 

１３ 職員の確保及び勤務体制 様式１４ 

１４ 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 様式１６ 

 

２．提出期間 

令和４年９月２６日（月）９時 から 令和４年１０月３日（月）１７時まで 

 

３．提出先 

羽生市役所市民福祉部高齢介護課 

 

４．提出方法 

上記受付場所に直接書類を持参してください（郵送不可）。なお、提出の際は、あらかじ

め電話により連絡すること。 

  

５．提出部数 

正本１部、副本９部（正本の写し可） 計１０部 

   ※Ａ４縦型フラットファイルに左綴じし、書類（様式ごと）にインデックスを添付してく

ださい。その際、書類に直接添付せず書類の前に白紙を挿入し、それにインデックスを

添付してください。また、ファイルの表面及び背見出しに法人名を記載してください。 

 

６．提出後の取り扱い 

提出後の提出書類は、原則として企画提案書等の記載内容の変更及び補足資料の追加等は

認めません。ただし、市が確認等のため追加の資料提出を求めた場合はこの限りではありま

せん。また、提出済の応募書類は返却しません。  



7 

 

Ⅵ 審査・選定                                    

羽生市地域包括支援センター運営業務委託法人選定委員会を設置し、提案書類審査及びプレゼ

ンテーション審査結果を集計し、審査基準を満たすもののうちから、プロポーザル方式により優

先受託候補者を選考します。選考結果に基づき、羽生市地域包括支援センター運営協議会の承認

を経て、受託候補者を決定します。 

 

１．プレゼンテーション審査 

 （１）日時・場所（予定） 

    令和４年１０月１４日（金）羽生市役所３階 ３０２会議室 

 （２）出席者 

１応募者につき３名以内の出席とします。 

（３）時間配分 

    プレゼンテーションの実施時間は約２０分とし、その後質疑応答を行います。 

 

 ２．選定基準 

 

３．結果の通知、公表 

 選定結果については、令和４年１２月上旬（予定）までに応募した法人すべてに書面にて通知

するとともに、市ホームページに記載により公表します。 

 なお、選考結果に関する問い合わせ、異議申し立て等は一切受付しません。また、評価内容に

ついても公表しないものとします。 

 

 

 

 

 審査項目 

法人に関する事項 

・法人実績 

・基本方針（応募動機、運営方針、地域貢献など） 

・職員配置（人材確保、職員研修） 

センター運営に関する事項 

・運営計画（各業務に関する） 

・公正・中立性の確保 

・地域課題への対応 

管理体制に関する事項 

・災害時、緊急時の対応 

・個人情報保護・管理 

・苦情に対する対応 

収支計画 ・収支計画の内容 
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４．選定後について 

 （１）協議等 

    市は、受託候補者と業務開始に向けて協議するものとします。協議において必要な書類

等があれば、市より受託候補者に対して適宜準備を依頼します。 

 （２）辞退について 

    選定結果の通知後、受託候補者が受託の辞退または人員体制、設備要件の不備等で受託

できない等、本市に損害が生じた場合は、その費用を請求する場合があります。 

  

Ⅶ その他留意事項                                   

１．留意事項 

（１）受託候補者としての選定の可否に関わらず、申込に要した費用等は応募した法人の負担

とします。選考されたなかったことによる損害等について、市は責任を負いません。 

（２）やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、

中止または取り消すことがあります。この場合、本プロポーザルに要した費用を市に請求

することはできません。 

（３）定められた提出期限内に企画提案書等の提出がないとき、又は辞退の申し出があったと

きは、プロポーザルに参加する資格を失います。 

（４）企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、提出された企画提案書等を無

効とします。また、契約予定者に選定され契約を締結した場合にあっても、羽生市はこれ

を破棄することができます。 

（５）提出された企画提案書その他の関係書類は、参加者及び羽生市の双方が利用できるもの

とします。 

 

Ⅷ 問い合わせ先                                    

１．問い合わせ先   

羽生市役所市民福祉部 高齢介護課高齢福祉係  

〒３４８-８６０１  羽生市東６-１５  

電話番号：０４８－５６１－１１２１（内線１６１）  

ＦＡＸ ：０４８－５６０－３０７３ 

Ｅ-mail：silver@city.hanyu.lg.jp 

 

 

 

 

 


