
 

 

 

 

 

 

 

佐久市一般介護予防事業 

転倒骨折予防事業 受託者募集要領 
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１ 業務名  

  （長期継続契約）佐久市一般介護予防事業 転倒骨折予防事業 

 

２ 目的 

在宅高齢者が住み慣れた地域で安心して生活するために、高齢者へ筋力向上トレーニングや栄

養講話等を提供し、高齢者の転倒・閉じこもりを予防し、仲間作りを通して、地域で運動する場所を

確保し、健康寿命の延伸を目指していく。 

この要項は、本業務に係る公募型プロポーザル方式の事業者選考に関して必要な事項を定める

ものである。 

 

３  募集箇所  

生活圏域の中で、市が指定する会場において、当該事業を実施できる事業者を会場名ごとに募

集する。１事業者が複数の教室に応募することも可能とする（1法人、1事業所につき、最大6会場ま

で申し込みが可能）。 

生活圏域名 地区名 会場名 

浅間地域 長土呂・小田井・平根・中佐都・高瀬 佐久平交流センター 

岩村田・東地域 岩村田・猿久保・東 
浅間会館 

市民創錬センター 

中込地域 中込・平賀・内山 シルバーサロン 

野沢地域 大沢・野沢・桜井・岸野・前山 

シルバーサロン 

中込会館 

農村環境改善センター 

臼田地域 臼田 

あいとぴあ臼田① 

あいとぴあ臼田② 

あいとぴあ臼田③ 

浅科・望月地域 浅科・望月 

浅科会館 

望月総合支援センター 

春日交流センター 

 

４ 事業内容 

 別紙１ 「佐久市一般介護予防事業 転倒骨折予防事業 仕様書」のとおりとする。 

 

５ 予定業務期間 

（１） 業務委託期間：令和４年４月１日から令和７年３月３１日（３年間） 

（２） 契約日：令和４年４月１日 

 

６ 選定方法 

公募型プロポーザル方式とし、『佐久市一般介護予防事業受託者審査委員会』（以下「審査委

員会」という。）の審査結果に基づき受託候補者を選定する。 

野沢会館建て替え終了後、

野沢会館へ移行 
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７ 委託料について 

（１） 委託料には、それぞれ人件費、需用費、事業の企画、運営、実施にかかる全ての費用を含むも  

のとする。 

（２） 委託料の額は、当該年度の予算の範囲内で定めた委託料額とする。 

（３） 業務委託契約は、プロポーザルによる受託業者の選定の結果に基づき行い、その効力は、当該 

年度の業務委託に係る（翌年度以降も含む）予算が議決され、当該予算の執行が可能となったとき

に生じるものとする。 

（参考）令和３年度の同事業の予算額：１教室 431,073円（消費税含む）  

  

８ 参加資格要件 

 公告日から候補者決定日において、（１）～（７）の全ての要件を満たしている者であること。 

（１）佐久市の「令和３年度物品購入等入札（見積）参加登録者名簿」（以下「名簿」という。）に登録さ

れている者であること。 

   ただし、名簿に登録のない者が参加する場合は、申請書類を佐久市高齢者福祉課（以下「事務

局」という。）に提出し、佐久市の名簿に登録されている者と同様の資格を有すると認められた場

合は、本業務に限り参加することができる。 

（２）佐久市物品購入等入札参加登録者に係る入札参加等停止措置要綱（平成２４年佐久市告示第

１０９号）による入札参加等の停止期間中でないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令１６７条の１１第１項にお

いて準用する場合を含む。）又は佐久市財務規則（平成１７年規則第３９号）第１０３条第１項の

規定により入札に参加できないとされた者でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 

１１年法律第２２５号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない事業所であること。 

（５） 公告日から遡って過去１０年間において、従事する者が高齢者向けの介護予防教室の指導業務

の実績を２件以上有していること。 

（６） 介護予防事業等を実施する事業所が佐久市内に所在すること。 

（７） 別紙１「佐久市一般介護予防事業 転倒骨折予防事業 仕様書」に基づき事業を適正に実施す

ることができる事業所であること。 

 

９ 選考日程 

内容 期間等 

公告 令和３年１２月１日（水） 

質問の受付（電子メール） 提出期限 令和３年１２月１７日（金） 午後５時１５分必着 

参加表明書等の提出期間 

（持参） 

令和３年１２月１３日（月）～令和３年１２月２８日（火） 

午後５時１５分必着 

各種提出書類の不備による再

提出（持参） 

提出期限 令和４年１月14日（金） 

午後５時１５分必着 

審査日 令和４年２月３日（木）  

 

１０ 募集要項に関する事項 

（１）募集要項に関する質問の受付 

   ア 送信時件名は、「プロポーザル質問（転倒骨折予防事業）」とすること。 

イ 電子メールを送信後、事務局まで送信した旨の電話をすること。 
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   ウ 質問は、参加表明書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受け付けるものと

し、メールでの提出以外の方法での質問は受け付けない。 

エ 提出期限 令和３年１２月１７日（金） 午後５時１５分必着 

オ 提出方法 質問票（様式１１）に記入の上、事務局へ電子メールで送信すること。 

   カ 回答方法 令和３年１２月２４日（金）までにメールで回答し、必要に応じて佐久市ホームペー

ジへも掲載する。 

 

１１ 応募書類について 

（１）応募書類受付期間  令和３年１２月１３日（月）から令和３年１２月２８日（火）まで 

（２）応募書類受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜・日曜・祝日を除く） 

（３）提出場所  〒３８５-８５０１ 佐久市中込３０５６ 

            佐久市福祉部高齢者福祉課高齢者支援係 （佐久市役所本庁舎３階） 

            電話：０２６７-６２-３１５７（直通） 

（４）提出方法 持参による提出のみとする。書類の確認を行うため提出の際は電話連絡の上、来庁

すること。 

（５）提出書類 （企画提案書） 

記号 書類名称 様式 正本部数 副本部数 

ア 参加表明書 様式１ １ １１ 

イ 誓約書 様式２ １ １１ 

ウ 事業所の概要 様式３ １ １１ 

エ 役員名簿 様式４ １ １１ 

オ 一般介護予防に関する基本方針等 様式５ １ １１ 

カ 
介護予防事業の視点・役割 

及び事業実施予定場所 
様式６ １ １１ 

キ 職員の配置計画書 様式７ １ １１ 

ク 職員の研修体制 様式８ １ １１ 

ケ 
個人情報保護の取組と 

苦情解決体制 
様式９ 1 １１ 

コ 参考見積書 様式１０ 1 １１ 

サ 参考見積書内訳書 任意様式 １ １１ 

（６）提出部数  正本１部、副本１１部の合計１２部（副本はコピー可） 

ア 各提出書類ともＡ４サイズ縦置きとし、Ａ３サイズの資料がある場合は折り込んでＡ４サイズに 

すること。  

イ 上記（５）ア～サの正本については、Ａ４フラットファイル等にまとめてファイリングすること。 

ウ 提出書類にはページをふり、目次を付けること。 

エ 提出は１事業者につき1提案に限る。 

 （７）佐久市の名簿に登録されていない者の追加申請書類 

   佐久市の名簿に登録されていない者は、以下の書類を期限までに１部提出すること。提出方法

は、応募書類の提出方法と同じとする。 

    証明書、登記簿謄本等は３ヶ月以内に発行されたものとする（写し可）。 

ア 物品購入等入札（見積）参加願【追加申請様式１】 

イ 誓約書【追加申請様式２】 

ウ 経歴及び営業概要書【追加申請様式３】 
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エ 佐久市税の納税証明書（佐久市に納税義務がある場合のみ） 

オ 消費税及び地方消費税の納税証明書 

カ 各種料金の納付状況報告書（佐久市に納付義務がある場合のみ）【追加申請様式４】 

キ 商業登記簿謄本又は身分証明書 

ク 申請の直前１年間の各事業年度の財務諸表 

 （８）応募書類提出に当たっての留意点 

   ア 応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。 

   イ 提出された書類は理由を問わず返却しない。 

   ウ 応募に際し不正行為を行った場合、又は応募書類に虚偽の記載があった場合は失格 

となる。 

   エ 応募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

１２ 辞退 

  本プロポーザルへの参加表明後、参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

（１）提出期限 令和４年1月２８日（金）午後５時１５分（必着） 

（２）提出書類 辞退届（任意様式） 

（３）提出方法 事務局への持参又は郵送（提出期限内に佐久市役所必着） 

   持参の場合は、土日・祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで受付を行う。 

 

１３ 審査（書類審査・プレゼンテーション審査） 

（１）実施日 令和４年２月３日（木）   

（２）実施場所等 詳細な時刻や実施場所については、後日参加者へ通知する。新型コロナウイルス

感染症の発生状況によっては、リモートによる審査を行う。 

（３）実施時間および方法  

１事業者につき２５分（プレゼンテーション１５分、質疑１０分）とする。なお、事前提出の企画提案

書に沿った内容によりパソコン、プロジェクター、スクリーン等を使用した説明は可能とするが、新た

な資料の提出は不可とする。（本市がプロジェクターおよびスクリーンは準備する予定であるが、そ

の他は提案事業者が準備すること） 

 （４）出席者 １事業者につき２名までとし、本業務の責任者となる者は必ず出席すること。 

 （５）選考方法 

   ア 実施順は、企画提案書の受付順とする。 

   イ 選考は、会場ごとに行わず、事業者ごとに行うこととする。 

   ウ 審査委員が別紙２「評価基準書」に基づき、審査・採点する。 

     審査委員は、参加者のうち、審査の合計得点が最も高い者から順位をつけ、全審査委員の参

加者順位１位を最も多く付けた参加者から参加者順位を付ける。会場ごとで最上位の参加者順

位のものをその会場の受託候補者とする。同順位がある場合は、同順位の者のうち参加者順位

２位を最も多く付けた参加者を上位として扱う。参加順位２位も同数の場合は、同様に３位の数

とし、以下も同様とする。さらに同数の場合は、各審査委員の評価点数の合計が最も多い参加

者を上位として扱う。評価基準に満たなかった場合には、失格とする。 

   エ 選考結果は、全ての参加者に通知する。 

 （６）結果の公表 

    審査結果は文書により通知する。また、審査の経緯及び結果に関しての質疑、異議申し立ては

受け付けない。 
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 （７）留意事項 

審査委員が審査委員会に出席できない場合、事務局は当該委員に対し、事前に企画提案書を

送付した上で、採点表の提出を求めることができる。この場合、封書された採点表を受理した時は、

当該委員等を出席扱いにできるものとする。 

なお、当該採点表の開封は、審査委員会において委員の面前で行うものとする。 

 

１４ 契約の締結等 

（１）受託候補者とは、随意契約による方法で契約する。 

（２）受託候補者との契約が合意に達しない場合又は失格事項若しくは不正と認められる行為が判

明した場合は、次順位以下となった参加者のうち順位が上位であった者から順に交渉を行うこと

とし、（１）と同様の方法により契約する。 

 

１５ 失格事項 

参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） 参加資格を有しない場合、又は提出書類等の記載内容に虚偽があった場合 

（２） 実施要領、仕様書に定める事項に適合しない場合 

（３） 提出書類に不備、錯誤があり、事務局が再提出を求めたにもかかわらず、再提出の期限内に  

提出されなかった場合 

（４） 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

（５）公正を欠いた行為があったとして審査委員会が認めた場合 

 

１６ 留意事項 

（１） 応募に係る一切の費用は応募者の負担とする。 

（２） 提出後の提出書類は、不備、錯誤等により事務局から再提出の依頼があった場合のみ、指定      

された期限内で再提出することができる。また、本市の判断により補足資料の提出を求めることが

ある。 

（３） 提出された書類は返却しない。 

（４） 提出された書類等は、佐久市情報公開条例（平成１７年佐久市条例第１５号）に基づき、公開  

することがある。 

（５）この募集要項に定めのない事項については、審査委員会において決定するものとし、本業務の

契約の内容に関しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）等、関係法令等の定めるところによる。 

 

１７ 事務局 

〒３８５－８５０１ 

佐久市中込３０５６番地 

佐久市福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係 担当：小山・白鳥 

TEL：０２６７-６２-３１５７（直通）  

 FAX：０２６７-６３-０２４１ 

メールアドレス：koureisya@city.saku.nagano.jp  


