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Ⅰ. 公募の概要 

１．趣旨 

「認知症初期集中支援チーム」は介護保険法第 115 条の 45第２項第６号に基づく事業の１つ

であり、認知症の人やその家族に早期に関わることで早期診断・早期対応に向けた支援体制を

構築し、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮

らし続けられるようにすることを目的としています。 

館山市では、平成２８年度から「認知症初期集中支援チーム」の配置を予定しているため、

専門職からなるチームの設置及びチーム員による訪問支援を効率的に行うことができる法人を

募集します。 

 

２.業務の内容 

  介護保険法第 115条の 45第 2項第 6号に規定する認知症初期集支援推進事業を実施（別紙仕 

様書のとおり） 

 

３.委託期間 

 契約日(平成 28年 10月頃予定)から平成 29年 3月 31日までとする。 

 

４. 職員配置  

職種 配置数 資格等 

専門職 ２名以上 

※ 医 療

系・介護

福祉系の

双方を配

置するこ

と 

 

以下の要件をすべて満たす者 

ａ．「保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉

士、社会福祉士、介護福祉士」等の医療保健福祉に関する国家資格を有す

る者 

ｂ．認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に３年以上携わった経験があ

る者 

ｃ．国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・

技能を習得していること。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研

修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件とし

て、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。 

注：応募時点ではｃの要件は、必要ないが、受託後チーム員となる２名以上

が受講することとする。 

注：チーム員に欠員が生じた場合は、切れ目なくチーム員の補充ができるよ

う体制を整えておくこととする。 

専門医 １名 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾

患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした５年以上の臨床経験を有す

る医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師（嘱託可）と

する。ただし、上記医師の確保が困難な場合は当分の間、以下の医師も認め

ることとする。 
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ａ．日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症

疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした５年以上の臨床経験を有

する医師のいずれかに該当し、今後５年間で認知症サポート医研修を受講す

る予定のある者 

ｂ．認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に５年以上従事し

た経験を有する者（認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている

場合に限る。） 

 ※チーム員は必ずしも専任の必要はない 

 

５.設置場所・設備 

 （1）専用のパソコンを１台以上常備しインターネット接続環境を確保するとともに、認知症初 

期集中支援チームが専用で利用できる新規メールアドレスを取得すること。 

 （2）専用の電話・ＦＡＸを整備すること。 

 （3）必ずしも専用の事務所、事務室を整備する必要はないが、看板や案内板等の設置により、 

   相談しやすい環境を整備すること。 

 

６．業務期間・業務日等 

（１）業務期間 

   チーム員としての初期集中支援の実施は、チーム員研修受講修了後から、平成２９年３月 

３１日までとする。 

（２）業務日 

月曜日から土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） 

に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までを除く。 

（３）業務時間 

法人の業務時間に準ずるものとし、相談時間は、月曜日から金曜日については９時から１７

時まで、土曜日については９時から１２時までとする。 

   シフト制等により上記対応が出来るよう調整するとともに、業務時間外においても、連絡が

取れるように相談体制を整備しておくこと。 

  注：他の業務との兼務は可能とする。 

 

７．業務委託料  

（１）業務委託料の額 

  委託料については、９４４，０００円(税込)を上限とし応募法人が見積書(様式９)にお 

いて記載した額とする。(上限額の範囲内で見積書を提示すること。) 

（２）委託料の支払い 

   委託期間終了後、請求に基づき委託料の範囲内で支払う。支払いの時期、方法等については、

別途契約書等で定める。 

    

Ⅱ.応募について 
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1．応募要件 

（１）館山市内に事業所を有し、次のいずれかに該当する法人であること。 

 ①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 

 ②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）次の要件をすべて満たすものを募集する。 

①館山市認知症初期集中支援推進事業（認知症初期集中支援チーム）業務仕様書に定める委託事業 

の実施体制を整備できること。 

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により館山市における一

般競争入札等の参加を制限されている者でないこと。 

③応募法人に、法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税の滞納がないこと。 

④役員の中に破産者及び禁固以上の刑に処された者がいないこと。 

⑤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）等に

基づく手続きがなされている者でないこと。 

⑥役員等（理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、その他いかなる名称を有する者であるかを

問わず、理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

含む。）が、館山市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号及び第３号に規定

する暴力団員又は暴力団員等でないこと。 

 

２．応募方法 

（１）提出書類 

No 書類名 様式番号 備考 

１ 
館山市認知症初期集中支援事業（認知症初期集中

支援チーム）業務応募申請書 

様式１  

２ 誓約書 様式２  

３ 法人概要 様式３  

４ 法人役員名簿 様式４  

５ 基本理念 様式５  

６ 

①基本事項 様式６－１  

②事業の取組方針 様式６－２  

③地域住民への周知について 様式６－３  

④家庭訪問への取組方針 様式６－４  

⑤他機関との連携 様式６－５  

７ 

①チーム員の稼働体制 様式７－１  

②チーム員の人員体制 様式７－２  

③専門職の実務経験、④専門職が兼務する業務 様式７－３  

⑤医師の体制 様式７－４  

⑥職員の体制確保及び資質向上について 様式７－５  

８ 見積書 様式８  
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９ 使用印鑑届 様式９  

１０ 市税の完納証明書 様式１０  

１２ 

納税証明書 

（法人税又は所得税、消費税及び地方消費税【税務署：納税証明書その

３の３】） 

 

１３ 

商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書 

（申請日以前、３ヶ月以内に発行されたもの。申請日現在の状況が反映 

されているもの） 

 

１４ 印鑑証明書  

１５ 法人の財務状況に関する書類（損益計算書、賃借対照表）<直近 3年分>  

 

※提出書類に必要な様式類については、館山市ホームページよりダウンロードすること。 

館山市役所ホームページ｢トップ/仕事・産業情報/入札・契約/プロポーザル｣ 

http://www.city.tateyama.chiba.jp/kankei/page100033.html  

 

（２）提出部数及び注意事項 

 ①参加者名入りの原本１部の他に、参加者名なしの副本 7 部の合計 8 部提出すること。（副本

については、様式№3～8とする。） 

 ②提出書類は、Ａ４版縦型左綴じを原則とし、全体をファイル等で綴ること。 

③原本・副本ともに、全体の目次及びページをつけ、様式番号ごとにインデックスを付するこ

と。 

 ④提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しないものとする。また、選定された法人

については、選定後、応募書類を使用する場合がある。 

  ⑤他の応募事業者の応募内容に関しての問い合わせは、直接又は間接の如何を問わず、一切応

じないものとする。 

 ⑥応募を辞退する場合には、応募辞退届（任意様式）を提出すること。 

  ⑦各様式は特に指定がない場合は、平成２８年４月１日現在で記入すること。 

  ⑧応募に関して必要な費用は、応募者の負担とする。 

 

（３）受付期間 

  平成２８年７月２９日（金）から平成２８年９月１２日（月）の８時３０分から１７時までと 

する。（土・日・祝日を除く） 

 

（４）提出先 

館山市北条１１４５－１ 館山市役所本館 3階 

館山市健康福祉部高齢者福祉課包括ケア係 

電話：０４７０－２９－５３８６  

  ※受付期間内に、応募書類一式を直接持参すること。なお、書類の確認を行うため、事前に電

話連絡の上、来庁すること。 

http://www.city.tateyama.chiba.jp/kankei/page100033.html
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（５）質問の受付 

本募集要領及び様式等の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式１１）をメールにて提

出すること。 

① 受付期間 

   平成２８年８月１８日（木）１７時までとする。 

② 質問に対する回答 

  受け付けた質問に対する回答は、平成２８年８月２５日（木）までに質問提出者に連絡する

とともに、全事業者に周知する必要があるものについては、全事業者宛にメールで周知する。 

 なお、質問の内容が、審査に支障をきたす場合は回答しないことがある。 

  ③メール送信先 

   Ｅ-mail kourei@city.tateyama.chiba.jp 

   件名は、「館山市認知症初期集中支援推進事業（認知症食集中支援チーム）業務委託質問書

（～法人名～）」とし、必ず、電話で送信したことを伝え、担当課に着信したことを確認する 

こと。 

 

Ⅲ．事業者の選定 

１．選定方法 

（１）審査の流れ 

①書類での資格審査（第１次審査） 

応募した法人から提出された申請書類に基づき、書類審査等を行う。 

②企画提案審査（第２次審査） 

法人の代表者等から施設の運営方針等についてプレゼンテーション及びヒアリング等を

実施し、事業に対する考え方・理解度等を総合的に評価する。 

③ 決定 

事業候補者を市が決定する。 

 

（２）企画提案説明会（プレゼンテーション審査）の実施 

①出席者 

   法人担当者３名までとする。管理責任者（または管理責任者候補）は、可能な限り出席する

こと。 

  ②実施時間 

   １応募者３０分以内とする。（提案書の説明２０分以内、質疑応答１０分程度） 

  ③日時等 

   詳細日時については、受付期間終了後、決定次第通知する。 

 

（３）選定基準 

  事業候補者の選定については、「館山市認知症初期集中支援推進事業（認知症初期集中支援チ

ーム）候補者選定委員会」（以下「選定員会」という。）を設置し、選定委員会において次のとお

mailto:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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り事業候補者を審査する。 

 

①事業候補者から提出された企画提案書等及び説明の内容を相対的に評価する。 

②選定基準は次のとおりとする。 

  

審 査 項 目 

法人の適正 

事業への取組 認知症の早期診断・早期対応の課題 

支援が必要な対象者の把握方法について 

地域住民への周知について 

家庭訪問への取組方針 

他機関との連携について 

人員配置 業務時間・相談体制について 

配置職員について 

職員の体制確保、資質向上について 

業務対価としての妥当性及び経済性 

 

④ 選定委員会において、選定基準に基づく審査及び評価（５段階方式）により、各委員の評価点

を算出し、得点上位の最優秀提案者から順位付けをし、第１位の者を優先交渉権者とする。発

注者は優先交渉権者と業務契約の締結交渉を行い、交渉が成立した場合受託者として決定する。 

また、最高点を獲得した業者が複数あった場合は見積書により選定する。さらに、同点同額の

業者が複数あった場合にはくじ引きにより選定する。特別な理由により優先交渉権者と契約締

結ができない場合は、他の優秀提案者のうち順位が上位の者から契約交渉をするものとする。

但し、審査項目の配点の合計が６０点に満たない場合は、事業候補者として選定する候補者な

しとする。 

 

（４）選定結果発表 

結果については、全応募事業者に文書で通知する。評価内容及び選定結果について、異議

申し立ては一切認めない。 

 

（５）選定結果の公表 

選定結果は、館山市ホームページで公表する。 

 

Ⅳ．今後のスケジュール 

 

内容 日程 

公告日 申請受付開始（ホームページ掲載） 平成２８年７月２９日（金） 
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質問受付 平成２８年８月１８日（木）１７時まで 

質問回答期限 平成２８年８月２５日（木）１７時まで 

応募申請提出期限 平成２８年９月１２日（月）１７時まで 

資格審査（一次審査）の結果通知 平成２８年９月２０日（火）まで 

企画提案説明会（二次審査） 平成２８年９月２７日（火） 

事業候補者決定・審査結果通知 平成２８年９月下旬～１０月初旬 

 

Ⅴ．書類提出先及び問合せ 

 

〒２９４―８６０１ 

 千葉県館山市北条１１４５－１ 

 館山市健康福祉部高齢者福祉課 包括ケア係 担当 早川・三浦 

 TEL：０４７０－２９－５３８６  FAX：０４７０－２３－３１１５ 

 Ｅ-mail kourei@city.tateyama.chiba.jp 

mailto:kourei@city.tateyama.chiba.jp

