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令和５年度 宮崎市通所型短期集中サービス（教室型プログラム）事業実施事業者募集要項

１ 趣旨

（１）はじめに

本市では、宮崎市民長寿支援プランにおいて、地域包括ケアシステムを深化・推進していくた

め、「すべての高齢者が住み慣れた地域の中で、安心して暮らせるまちの構築」を基本理念として

います。

同プランを踏まえ、本市では、介護予防・日常生活支援総合事業の中の介護予防・生活支援サ

ービス事業において、高齢者のニーズに対応し、住み慣れた地域での生活を支える多様なサービ

スを構築しています。

本委託事業は、理学療法士・作業療法士が立案した「集団で行う短期集中的な運動プログラ

ム」によって、介護予防・重度化防止を図り、利用者の自立した生活の実現を目指します。

（２）事業の目的

利用者の課題となっているＡＤＬ・ＩＡＤＬを維持・改善するプログラムを通じて、利用者の

自立した生活を継続することを目的としています。

２ 募集する事業所の概要

（１）募集する事業所

本委託事業では、自立支援型ケアマネジメントによる、３カ月間で集中的に利用者の自立に

資するプログラムを提供する事業所を募集します。

なお、事業所の募集数は（２）のとおりとし、審査基準に適合する必要があります。

（２）募集する事業所数

次の計２カ所を募集します。

①田野地区で場所を確保し、プログラムを提供する事業所を１カ所

②宮崎市内で場所を確保し、木花・青島地区の両方の利用者に送迎を行い、プログラムを提

供する事業所１カ所

※①および②の両方に該当する事業所は、先に①の事業所の選定を行い、選定されなかった

場合、再度、②において選定を行います。

※プログラムは、実施事業所内ではなく、基準を満たす場所を別途確保し実施することがで

きます。

３ 募集するプログラムの概要

（１）教室型プログラムの内容

事業の詳細は、「令和５年度宮崎市通所型短期集中サービス（教室型プログラム）事業業務委

託仕様書」を参照してください。

（２）実施方法

委託による実施
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（３）業務の期間

令和５年３月１日～令和６年３月 31日

４ 応募事業者の資格

次のすべての要件を満たしていること。

（１）法人格を有し、市税の滞納がないこと

（２）宮崎市において、高齢者の介護予防に資する委託事業、指定事業等の実績があること

（３）宮崎市内で本事業を実施できる場所を確保していること

（４）役員等が宮崎市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 47 号）第 2条第 3号に規定する暴力団

関係者ではないこと

（５）実施する事業の委託仕様書に記載されている、「事業の基準等」を満たすこと

（６）本事業の主旨を理解し、「介護予防」「重度化防止」による自立支援に取り組めること

（７）事業実施中に参加者の事故又は健康状態に異常が生じた時等に備え、緊急時のマニュアル

を定める等の安全対策を講じていること

（８）宮崎市財務規則第１０５条に規定する契約保証金（契約金額の１０％に相当する額以上）

の納付ができること

５ 委託料

（１）委託料

・委託料は各年度ごとに 2,414,400 円とします。

※令和５年３月１日～令和５年３月 31 日は利用者受入等に係る準備期間とし、委託料は発

生しません。

・対象経費は別添１のとおりとします。

・委託料は各年度分を年度初めに概算払いし、令和４年度終了時および業務完了時に精算し

ます。

・概算払いに当たっては、請求書を市に提出することで、指定された金融機関へ振り込みま

す。

・委託料の精算において差額の返金が生じる場合、市が作成する納付書により、一括で納入

します。

・なお、委託料の精算に当たり、委託期間満了日（令和６年３月 31 日（日））までに業務完

了報告書を市に提出してください。

（２）委託料の内訳と精算する金額の算出方法

ⅰ.準備・運営経費分（各年度 2,114,400 円）

・委託料（ⅰ.準備・運営経費分）＞対象経費の支出額 … 差額を返金

・委託料（ⅰ.準備・運営経費分）≦対象経費の支出額 … 返金なし

ⅱ.利用者報酬分（各年度 300,000 円）

・委託料（ⅱ.利用者報酬分）＞対象経費の支出額 … 差額を返金

・委託料（ⅱ.利用者報酬分）≦対象経費の支出額 … 返金なし
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６ 応募手続き

（１）スケジュール

全体スケジュールは次のとおりします。

①公 募 開 始 日 令和５年１月 23日（月）

②質 問 締 切 日 令和５年１月 31日（火）

③公 募 締 切 日 令和５年２月７日（火）

④選定結果通知日 令和５年２月 21日（火）

⑤委託契約締結日 選定結果通知日～令和５年３月１日（水）

⑥事 業 開 始 日 令和５年３月１日（水）

※事業者の選定後又は委託契約締結後、役員等が暴力団関係者であることが判明する等、応募

事業者の資格要件を満たしていないことが判明した場合、委託契約を取り消す等の措置を講

じます。

（２）提出書類

提出書類は次のとおりです。

①受託事業者応募申請書兼誓約書（様式第１号）

②実施企画書（様式第２号）（資格証明書の写し、実施場所のレイアウトを含む）

※企画書に記載が難しい内容について、別途書類を添付することができます。

③暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式第３号）

※提出が必要かについて事前に地域包括ケア推進課介護予防係にお問い合わせください。

④緊急時のマニュアル又は安全対策を講じていることが確認できるもの

※提出書類は市ＨＰ（産業・事業者＞福祉＞介護保険＞令和５年度宮崎市通所型短期集中サービ

ス（教室型プログラム）実施事業者の募集）からダウンロードし、１部を提出してください。

※提出後、市からの問い合わせに対応できるよう、書類一式の控えを保管してください。

※事業所の情報に関しては、本市に届け出ている指定事業所の情報で確認を行いますので、内

容に変更等のある場合、必ず介護保険課事業所指導室まで届け出てください。

（３）受付期限

令和５年２月７日（火）午後５時

（４）受付時間

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時

（５）提出方法

地域包括ケア推進課介護予防係に持参、郵送またはメールしてください。
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７ 実施事業者の選定等

（１）選定手順

①応募申請書の受理

②書類審査

③郵送にて選定結果を通知（応募した全事業所）

※必要に応じて選定した事業者と協議を実施。

④選定した事業者と、委託契約を締結

（２）選定の方法

①審査は、「教室型プログラム実施事業者募集に係る評価基準（以下、評価基準という。）」（別

添２）を参考に書類審査を実施します。

②評価基準の「１．応募者資格」を満たさない項目があった場合、不選定となります。

③「２．事業内容」の点数が６割以上（60 点）の事業所のうち点数の高い応募者の順に、２－

（２）の募集圏域に空きがある場合、選定予定事業所となります。

※「２．事業内容」の点数が６割を満たしているが、募集圏域が選定予定事業所で埋まった

場合、補欠事業所となります。

④提供するプログラムの質を確保するため、選定予定事業者の実施企画書の内容に関し、市と

協議をする場合があります。その際は、協議内容を反映した実施計画に変更することを検討

し、必要に応じて実施企画書を再提出してください。

※協議が不調となった場合、不選定となり、補欠事業所の点数が高い順に選定予定事業所と

なります。

８ 募集に関する質疑

募集に関する質問は、公平性の観点から、別添３『質問票』によるもののみ受け付けます。質

問内容を質問票に記入し、令和５年１月 31日（火）までに、ＦＡＸ又は電子メールで下記問い合

わせ先へ提出してください。なお、電子メールのタイトルは「教室型プログラム事業者募集に係

る質問」としてください。

質問および回答の内容は、適宜、市ＨＰ（産業・事業者＞福祉＞介護保険＞令和５年度宮崎市

通所型短期集中サービス（教室型プログラム）実施事業者の募集）にて公開予定です。

※質疑への回答には相当期間を要する場合があります。

９ 留意事項

（１）提出書類の作成等、応募に要する経費は、選定・不選定にかかわらず、すべて応募事業者

の負担とします。

（２）提出書類の内容に虚偽があった場合は、委託料の支払いの取り消し、又は委託料の返還を

求めることがあります。

（３）本事業に関連する書類は、必ず５年間は保存してください。
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10 問い合わせ先

〒880－8505
宮崎市橘通西１－１－１
宮崎市 福祉部 地域包括ケア推進課 介護予防係
担当：佐藤、熊ノ迫、永田
電話：0985-25-2111（内線：3174）
FAX：0985-31-6337
メールアドレス：10houkatu@city.miyazaki.miyazaki.jp
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（別添１）

対象経費

業務の実施に必要な、準備・運営経費（報償費、交通費、人件費、需用費、役務費、使用料及び

賃借料）の各項目の具体的な支出例および利用者報酬分の詳細は、以下のとおりとする。

なお、準備・運営経費の額は、実施事業者の規定等に基づく。

項目 具体的な支出例

ⅰ.準備・運営経費分（2,114,400 円/年）

報償費 プログラム実施に従事した者の謝礼

交通費 本事業に従事した者の交通費

人件費 当該事業の実施に関連のある従業者の賃金

需用費 消耗品費（各種事務用紙、文具の類等、サービスの提供及び報告に係

る物品の購入費等）、燃料費、印刷製本費（プログラム実施にかかる印

刷物や報告書等の印刷、製本の経費）、

役務費 保険料、通信運搬費

使用料及び賃借料 会場借上料等

地域連携加算 １クール当たり３回を上限に 5,000 円

※「９ 利用者が目標とする地域の通いの場等との連携（地域連携加

算）」により、通いの場等に立案者を派遣した場合、算定可能

ⅱ.利用者報酬分（300,000 円/年）

利用者受入加算 利用者１人当たり：500円/回

教室サポーター受入加算 サポーター1人当たり：250 円/回



（別添２）

１．募集要件（満たさない場合不選定となります。）

２．企画評価

① ２－(5) 10

② ２－(6)、(7) 10

③ ２－(8)、(9) 10

⑧
３－(4)－③
３－(5)

20

⑨ ２－(4) 10

100
60

令和５年度　宮崎市通所型短期集中サービス（教室型プログラム）実施事業者募集に係る評価基準

募集要件
法人格を有し、市税の滞納がない 様式第１号において誓約しているか

宮崎市内に本店、支店または営業所を有してい
ること

指定届出の情報により営業所の所在地を確認

役員等が宮崎市暴力団排除条例（平成23年条
例第47号）第2条第3号に規定する暴力団関係者
ではない

指定届出の情報により記載された役員が誓約書兼
同意書（様式第３号）に署名捺印をしているか

実施する事業の委託仕様書に記載されている、
「事業の基準等」を満たすこと

実施企画書に記載された人員が基準を満たしてい
るか。また、資格証の写しを添付しているか

本事業の主旨を理解し、「介護予防」「重度化防
止」による自立支援に取り組めること

２．企画評価のいずれかの項目が０点でないこと

事業実施中に参加者の事故又は健康状態に異
常が生じた時等に備え、緊急時のマニュアルを
定める等の安全対策を講じていること

緊急時のマニュアルまたは安全対策を講じているこ
とが確認できるものを提出しているか

本市が実施している自立支援施策の取組実績がある
※短期集中サービス等の多様なサービスの実施、自立支援型地域ケア
会議への出席。

地域において介護予防の取組を実施しており、本事業との連携できる見
込みがあるか

地域包括支援センターとの連携状況から、効果的な事業実施が見込ま
れるか

日常生活上の注意点やセルフケアを、効果的・効率的に確認する方法
が提案されており、プログラム終了後も介護予防に取り組める工夫がさ
れているか。

送迎範囲を幅広く計画しているか（最大10点）。

合計
基準点

評価内容
主に関連する
企画書項目

配点

④
事業所の理念やアピールポイントから、趣旨に沿った事業実施が見込ま
れるか

３－(1) 10

⑤
プログラム実施日は、概ね均等に間隔が空いており、プログラム実施時
間は、高齢者の日常生活に即して設定されているか。

３－(2)、プログラム
実施スケジュール

10

⑥
プログラム実施中、利用者が自発的にプログラムに取り組めるよう促す
工夫や、利用者、教室サポーター、プログラム実施者の役割を明確にで
きる企画がされているか

３－(3)、(4) 10

⑦
仕様書に例示した運動の内容を参考に、具体的な運動内容を提案して
おり、何をもって負荷量を調整するか明確にしているか。

３－(4)－② 10

A ６点
佐土原、田野、高岡
※１クールで全域を送迎する場合。

B ４点 北、木花、青島、清武

C ３点
佐土原、田野、高岡
※２クールで全域を送迎する場合。

D ２点 住吉、生目、大塚台、生目台、小松台

E １点
中央東、中央西、小戸、大宮、東大宮、大淀、
大塚、檍、赤江、本郷

選択した送迎地区１カ所につき次の点数を加算する。


