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枚方市「いくつになっても誰もが主役の介護予防事業」 

募集要項（企画提案書作成要項） 

 

枚方市では様々な行財政事情や行政課題に対し、対応手法の一つとして民間事業者のノウハウ

等を積極的に活用することで、証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進や費用対効果の確保を成

し、さらなる市民サービスの向上を図ることができるものと考えております。 

そのため、令和４年度から成果連動型民間委託契約方式（PFS）による介護予防事業を実施す

る事業者を募集するものです。 

 

１．事業名称 

 いくつになっても誰もが主役の介護予防事業 

 

２．業務の概要 

 本事業は、主に次の２点の業務から構成するものです。①高齢者の趣味獲得あるいは再開に

誘引することを目的に、趣味の技能(ノウハウ)を習得しうる「きっかけづくりの場」を提供する。

また、②「きっかけづくりの場」の参加者の中で、特に他者と共に行う趣味活動に参加していな

い状態の高齢者に対して、「自主グループ」の組成及び主体的な参加を強く働きかけ、あわせて

活動の継続に資するフォローアップを行うことで、業務完了後も自律的に地域や社会における他

者とのつながりを持ちながら、趣味活動を継続して行えるような行動変容及び習慣化のための取

り組みを一体的に実施するものです。 

詳細については別添「成果水準書」のとおりです。 

 

３．業務履行期間 

  契約締結日～令和６年３月３１日 

 

４．提案に当たっての確認事項及び加点事項 

  提案に当たっては、令和３年９月２１日付厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業実

施要綱」、本募集要項、「成果水準書」に定める事項を満たす内容であることを前提としたうえで、

以下の確認を行います。 

  なお、提案内容については、履行責任を負うものとします。 

要求事項 確認事項 加点事項 

１．応募団体の経営方針等に関する事項 

① 経営方針 １．設立目的、経営実績、組織の状況

及び運営方針の具体的な説明がな

されているか。 

２．育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律に規定される休業制度が確

保されているか。 

１．経営課題に対する現状認識を踏

まえた今後の取り組み方針が、本

事業で目指す成果と関連がある。 

２．団体として環境への配慮や地域

活動など、社会貢献についての考

え方が示されている。 

３．育児休業、介護休業等育児又は
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家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律に規定される休業制

度を利用しやすい環境づくりが

なされている、または、同制度を

活用した実績を有している。 

② 応募動機 ３．応募した理由が、団体経営方針と

の関係を踏まえ明確に示されてい

るか。 

４．市民サービスの向上を踏まえた

うえで、本事業により目指す地域

のあり方に言及するなど、応募動

機が具体的かつ明確に示され、本

市が本事業で目指す目標を理解

した提案となっている。 

③ 経営の継続

性・安定性 

４．財務状況の健全性、見積書等から

事業の安定的な実施を期すること

ができるか。 

５．団体の財務規律や運営体制の強

化に向けた取り組みが行われてい

る。 

６．高齢者を対象とした事業に実績

を有している。 

２．企画提案に関する事項 

① 事業の広報 ５．「きっかけづくりの場」への参加者

を確保するため、多くの高齢者が興

味を持つような周知方法や募集方

法が提案されているか。 

７．独自の知見を用いた効率的かつ

効果的な周知方法や募集方法が提

案されている。 

８．本事業の目的にあった対象者層

を的確に把握し、その層を意識し

た周知方法や募集方法が提案さ

れている。 

② 対象者の参

加意欲を高め

る工夫 

６．対象者の参加意欲を高めるような

魅力的な提案であるか。また、その

ための工夫が記載されているか。事

業の全体像を示したうえで、本市が

目的とする「対象者が自律的に長期

に取り組むことによる介護予防」が

可能な魅力的な提案であるか。 

９．社会参加以外の介護予防の効果

が示されている。 

10．趣味活動の習慣化を促進するた

めに、適切な実施回数等が具体的

に提案されている。 

 

③ 参加者の行

動 変 容 及 び

「自主グルー

プ」の組成促

進及び事業者

提案による指

標 

７．新規の「自主グループ」の組成も

しくは既存の「自主グループ」の参

加につながる行動変容を促すもの

が提案されているか。また、そのた

めの工夫が提案されているか。 

８，本事業の目的から乖離していない

適切な評価が容易な指標となって

いるか。 

11．参加者の興味関心の示し方等事

業参加時の状態（無関心期や関心

期等のステージ）にあわせたアプ

ローチ方法等が具体的に提案さ

れている。 

12．事業提案の全体像から見て、何

故この指標を設定したのか具体

的に理由が示されていること。 

④  組成後の

「自主グルー

９．趣味に関する教材や課題、開催方

法、組織運営といった民間事業者の

13．提案されている支援内容に関し

て実施した経験がある。 
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プ」の活動促

進に資する介

入手法・内容 

持つコンテンツやノウハウを取り

入れ、参加者の主体的かつ活発な

「自主グループ」の活動が促進され

るような支援内容が提案されてい

るか。 

⑤ 「自主グル

ープ」の活動

が継続でき

るための支

援体制 

10．支援・相談窓口や活動の把握方法

など具体的かつ効果的な支援体制

が提案されているか。 

14．参加者同士がコミュニケーショ

ンを図れるような取組が具体的

に提案されている。 

⑥ 進行状況の

把握 

11．事業目標の達成度合いをより高め

るため、業務期間中にＰＤＣＡサイ

クルによる評価を行うなどのプロセ

スが具体的に提案されているか。 

15．事業の進行状況について、適時

にモニタリングし、改善するプロ

セスが具体的に提案されている。 

⑦ 継続フォロ

ーアップ期

間終了後も、

自律的な「自

主グループ」

の活動が継

続できる仕

組み 

12．継続フォローアップ期間終了後も、

参加者の自律的な「自主グループ」

の活動継続に資するものと認めら

れる、具体的な提案がされている

か。 

16．高齢者居場所への登録につなが

る支援が具体的に提案されてい

る。 

３．業務実施体制に関する事項 

① 調査手法、

集計等 

13．アンケート調査の実施方法や回答

方法は本事業の趣旨を踏まえて適

切に実施され、多くの回答が得られ

ることを見込めるものであるか。 

17．事業の成果をより正確に把握し、

回答の精度を高める工夫が具体的

に提案されている。 

② 人員・人材

配置 

14．業務を円滑に実施し、進捗を適切

に管理するために必要となる経歴

等を有した責任者が配置されるな

ど、提案内容を達成しうる人員・人

材配置が提案されているか。 

18．高齢者を対象とした介護予防教

室等の企画・運営に係わったこと

がある人員・人材が配置されてい

る。 

③ 従事者教育 15．業務に従事するものが、人権につ

いて正しい認識を持って業務を遂

行できるよう、配置予定者が人権研

修を受講しているか。受講していな

い場合は、研修計画が提案されてい

るか。 

16．男女雇用機会均等法に基づくセク

シャル・ハラスメント防止対策につ

いて正しい認識を持って業務を遂

19．高齢者の特性に配慮したコミュ

ニケーション能力等に関する研

修等が提案されている。 
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行できるよう、配置予定者が人権研

修を受講しているか。受講していな

い場合は、研修計画が提案されてい

るか。 

４．個人情報保護の措置に関する事項 

① 個人情報保

護 

17．枚方市個人情報保護条例の目的等

を踏まえ、個人情報の保護に関する

必要な措置について明確に示されて

いるか。あわせて、アンケート等に

より収集した個人情報の適切な管

理・保存の提案がされているか。 

20．事業完了後の個人情報の取り扱

いについて適切に提案されてい

る。 

（注）要求事項：企画提案書（様式第１）に規定する事項 

   確認事項：要求事項を達成するための必須事項 

 

５．応募者の資格 

次の要件を充足する会社法・民法・特定非営利活動促進法上の法人及びその他法人並びに法人

格を有しないものの団体としての規約等を有し代表者を設置している団体（以下「法人等」とい

う。）、若しくは複数の法人等が構成するグループ（JV）であること。 

（１）国税（申告所得税又は法人税及び消費税）・市税（軽自動車税・事業所税・法人市民税

等）に係る徴収金を完納していること。（市税については、枚方市に事業所を有するもの

に限る。） 

（２）受付締切日時点において、市の指名停止措置を受けているものは、応募者することは

できません。また、受付締切日時点において、次のいずれかに該当する法人等も応募する

ことができません。グループ（JV）にあってはその構成員のいずれかが、受付締切日時点

において市の指名停止措置を受けている場合、また、受付締切日時点において次のいずれ

かに該当する法人等である場合も応募することができません。 

① 地方自治法第 92 条の 2 及び第 142 条の兼業禁止規定に抵触するもの。 

② 本事業を行う事業者の選定を行う審査委員が法人等の経営又は運営に関与している

もの。 

③ 法人の代表者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 

④ 代表者、役員又はその使用人が刑法第 96 条の 6 又は第 198 条に違反する容疑があ

ったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から 3 年

を経過しないもの。 

⑤ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 3 条又は

第 8 条第 1 項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から 3

年を経過しないもの。 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第

2 項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うもの。 

⑦ 会社更生法第17条第1項又は第 2項の規定による更正手続開始の申立てをしていな

いもの又は申立てをなされていないもの。ただし、同法第 41 条第 1 項の更正手続開始

の決定を受けたものについては、その旨を証する書類を提出した場合にあっては、更
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正手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てをなされなかったものとみなす。 

⑧ 平成 12 年 3 月 31日以前に民事再生法附則第 2 条による廃止前の和議法第 12条第 1

項の規定による和議開始の申立てをしていないもの。 

⑨ 平成 12 年 4 月 1 日以降に民事再生法第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手

続開始の申立てをしていないもの又は申立てをなされていないもの。ただし、同法第

33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けたもので、同法第 174 条第 1 項の再生計画認

可の決定がされたものについては、その旨を証する書類を提出した場合にあっては、

再生手続開始の申立てをしなかったもの又は申立てをなされなかったものとみなす。 

（３）応募の制限 

① 応募は、１法人等につき１件とします。 

② 単独で応募した法人等がグループ（JV）応募の構成員となること、又はグループ構成

員である法人等が他のグループ構成員となることはできません。 

 

６．受注者の義務 

（１）秘密保持義務 

「枚方市個人情報保護条例」第 13 条の 2 に基づき個人情報保護に関し必要な措置を講じ

ていただきます。 

（２）労働関係法令の遵守 

業務に従事する者の労働に関する権利を保障するため、次に掲げる法律のほか労働関係法

令を遵守してください（本募集要項公開時点において、施行済みの法令・条例等を含みま

す）。 

労働基準法・労働組合法・労働安全衛生法・労働災害補償保険法・最低賃金法・雇用保険

法・男女雇用機会均等法・健康保険法・厚生年金保険法など。 

（３）情報公開への対応 

企画提案書等の応募者からの応募書類一式は、「枚方市情報公開条例」に基づく公開請求

の対象となります。 

（４）文書の管理・保存 

業務履行期間終了後において、市の指示に従って引き渡していただきます。 

（５）保険への加入 

業務における事故等に備え、適切な保険に加入してください。 

（６）公正採用への対応 

｢大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱｣又は｢大阪労働局公正採用選考人権啓発推

進員設置要綱｣に基づき、一定規模の事業所において｢公正採用選考人権啓発推進員｣を設置

してください。 

《一定規模の事業所》 

 ①常時使用する従業者数が 25 人以上の事業所 

 ②上記①のほか大阪府知事又は公共職業安定所長が適当と認める事業所 

なお、大阪府以外に事業所を有する場合は、各都道府県における公正採用に係る基準に

準拠した対応を行ってください。 

（７）障害者法定雇用率達成への対応 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率の達成を課しており、応募



6 

段階で未達成の場合は、雇用をはじめ雇用率が達成できるよう努めてください。 

（８）モニタリング 

受注者は、市民サービス向上の観点からセルフモニタリングによる日々業務の改善に努め

ることとします。 

（９）障害者差別解消に関する取り組みについて 

障害者への理解を深め、障害を理由として正当な理由なくサービスの提供等に際し不当な

差別的取り扱いをしないこと。また、障害のある方から社会的障壁を取り除くための何ら

かの配慮を求める意思の表明があった場合に合理的配慮を行うことなど、障害者差別解消

法に基づく対応を行ってください。 

 

７．提出書類 

企画提案書には、業務の目的等、事業の実施当たって基本的な考え方とその実現方策等を具

体的に記入してください。 

（１）企画提案書【様式第１】 

別添「成果水準書」に基づき、「４．提案に当たっての確認事項及び加点事項」の項目ご

とに企画提案書を作成すること。 

（２）見積書 

  見積書記載金額については、本業務の総額の本体価格（税抜）、消費税額（地方消費税額

を含む）を別々に記載し、さらにそれらの合計金額を明記すること。消費税額は 10％とす

る。なお、見積りにあたっては契約期間中における人件費等の諸経費の動向等を十分勘案

して行うこと。 

  見積書については人件費、諸経費等の積算の内訳が判別できるように、できるだけ詳細

に記載すること。 

  （３）企画提案書添付書類 

① 法人等の定款又は寄付行為の写し（法人以外の団体にあっては、規約等の写し）及び

登記簿謄本（応募日前 2 か月以内に取得したもの） 

② 法人等の現事業年度における事業計画書及び収支予算書 

③ 前事業年度の貸借対照表 

④ 応募時点における財産目録 

⑤ 納税証明書 

国税：「申告所得税」又は「法人税」及び「消費税」について未納税額が無いことを証

明する「納税証明書」（税務署様式その 3－2 又は 3－3）を提出してください。 

市税：枚方市内に事業所を有する場合は、上記に加え市税（軽自動車税・事業所税・

法人市民税等）に係る徴収金を完納していることを証する完納証明書を提出して

ください。 

※ 納税証明書原本を応募書類正本に綴り、応募書類写しには納税証明書及び完納証

明書の写しを綴ってください。 

※ 非課税法人等にあっては、非課税法人であることを証する書類等を提出してくだ

さい。 

（５）グループ構成員届出書、委任状等 

グループ（JV）を構成して応募する場合は、グループ構成員届出書（様式自由）を提出
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※ 書類は、A4 判縦長横開きファイル綴じで、正本１部・各写し１１部を同時に提出

してください。 

 

してください。また、添付資料としてグループ構成を証明する協定書等（写し）及びグル

ープの代表団体への委任状等を提出してください。 

（６）応募に係る誓約書 

    本募集要項３頁に記載している「５.応募者の資格」を満たす旨の誓約書（様式第２）を

提出してください。 

 

 

 

 

８．複数の法人等が構成するグループ（JV）で応募する際の留意事項 

（１）本市との協議・調整は代表団体との間において行います。 

（２）企画提案書（様式第 1）の応募団体の概要については、適切なグループ名称を付け、その

名称により記載してください。 

（３）「７．提出書類（３）企画提案書添付書類」については、グループ構成員ごとに提出して

ください。 

（４）応募については 1 グループにつき 1 件までとし、1 のグループの構成員となった法人等に

ついては、他のグループの構成員となり、あるいは単独で応募することはできません。 

 

９．募集要項・企画提案書等様式の配布 

（１）配布期間 

令和４年４月５日（火）～４月１９日（火） 

１０時～１２時、１３時～１７時（配布最終日の受付終了時間は１６時） 

ただし、土・日・祝日は配布及び閲覧を行いません。 

（２）配布場所 

〒573-1197 枚方市禁野本町 2 丁目 13 番 13 号 保健センター 

健康福祉部 健康寿命推進室 健康づくり・介護予防課  ℡072－841－1458（直通） 

Ｅ－mail：kenkokaigo@city.hirakata.osaka.jp 

※ 募集要項及び企画提案書等様式は、ホームページからもダウンロードできます。 

 

10．質疑期間 

（１）質疑期間 

４月６日(水)～４月１９日(火) １７時必着。上記、健康づくり・介護予防課メールアドレ

スまで送信してください。 

電話、口頭による質疑は受け付けませんので、ご留意ください。 

なお、様式は自由としますが、団体名、電話番号、担当者名を記載のうえ、箇条書きにする

など内容を簡潔にまとめてください。 

（２）回答公開日時 

４月２６日（火）９時～ 枚方市役所健康づくり・介護予防課ホームページに掲載します。 

ただし、公表することにより応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れが

あるものについては当該質問者のみに回答を通知します。 
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11．企画提案書受け付け 

（１）期間 

４月２７日（水）～５月１３日（金） 

１０時～１２時、１３時～１７時（受付最終日の受付終了時間は１６時） 

ただし、土・日・祝日は受け付けを行いません。 

（２）場所 

保健センター ２階 健康づくり・介護予防課 

（３）留意事項 

① 受付終了後は、理由の如何に関わらず受け付けを行いません。また、提出後の書類は、

本市が認める場合を除き、変更・追加は認めないものとします。 

② 郵送、Ｅメール等による受け付けは行いません。必ず持参してください。 

③ 応募書類の記載内容に虚偽があった場合、失格とします。また、不備があった場合も

同様の取扱いとする場合があります。 

④ 応募書類は理由の如何を問わず返却しません。 

⑤ 応募に関する一切の費用は、応募者の負担とします。 

⑥ 応募書類の著作権は応募者に帰属しますが、選定時において必要な場合は、応募書類

の内容を無償で使用できるものとします。 

⑦ 複数応募は不可とします。（１のグループの構成員となった法人等は、単独あるいは他

のグループの構成員となって応募することはできません。） 

 

12．選定について 

（１）選定の方法 

介護予防事業に係る成果連動型民間委託契約方式事業者選定審査会（以下「選定審査会」と

いう。）において、企画提案書等に基づく調査、審議を実施し、運営候補者を選定します。 

（２）選定審査会の構成 

成果連動型民間委託契約方式について専門的知識を有する者 １人 

  学識経験のある者 ３人 

関係団体を代表する者 １人 

（３）プレゼンテーション 

選定審査会では、申込団体等からの企画提案内容について、プレゼンテーションを行う予定

です。実施方法等については、事前に申込法人等（グループの場合は、代表団体）に通知しま

す。なお、プレゼンテーションは非公開で行います。 

なお、企画提案書等の提出時に添付していなかった資料を新たに提出することはできません

ので、ご注意ください。 

（４）留意事項 

① 本募集要項に記載する提案に当たっての確認事項の水準を一つでも満たしていない場

合については、失格とすることがあります。 

② 応募団体等は、選定審査会委員に対し、本件応募について接触することを禁じます。

接触の事実が認められた場合には、失格とすることがあります。 

③ 選定の結果、応募者名、審査結果の概要等は公開します。また、提出のあった応募書

類一式については、情報公開請求により「枚方市情報公開条例」の規定に基づき公開す
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る場合があります。 

    

13．審査結果について 

審査結果は採否に関わらず、令和４年６月６日（月）（予定）に発送する。 

 


