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（仮称）静岡市認知症ケア推進センター相談業務委託事業者募集要項 
 

 

１ 目的及び趣旨 

  認知症の人やその家族の抱える生活課題や社会課題に、医療・介護・福祉関係者の他、産

学官民が連携して共同で取り組み、認知症本人とともに新しい暮らし方を創り出す拠点を新

たに創設し、個別相談や専門機関との連携等を実施するとともに、認知症ケアの研修・研究

等を行うことにより、認知症になっても、希望を持って暮らし続けることができるよう、認

知症本人や家族の支援の充実と全世代に向けた認知症の理解促進を図る体制を構築する。 

令和２年度 保地委第 19 号 静岡市認知症ケア推進センター相談業務（以下、「本業務」

という。）は、この拠点となるセンターで、来場者に対応し、公正中立な立場で本人や家族

を含む市民、地域の医療・介護・福祉関係者等から、認知症に関する相談を受け、対象者に、

指導・助言を行うとともに、連絡調整等のコーディネートや適切なサービス提供の調整、関

係機関との調整などを行う、専門職を配置するものである。 

このたび、センターの相談業務を委託するにあたり、その委託先の選定を公正かつ適正に実施

するため、次のとおり募集します。 
 

２ センターの開設時間 

  センターは、平日、週５日、月１回土曜日の稼働を原則とし、以下の業務を行うものとする。 

 

３ 業務内容 

  本業務において主に対象とする者は、市内に在住及び市民を支援する関係者とし、専門職

及び受託者は、以下の業務を担うものとする。 

ア 専門職の業務 

① 認知症に関する相談業務（医療・介護・予防・就労・生活支援等） 

② 関係機関との連絡調整業務 

③ 情報収集、情報提供、指導助言業務 

④ 普及啓発業務 

  イ 受託者の業務 

① 専門職の配置及び管理 

② 市との連絡調整及び報告 

 

４ 施行場所 

  静岡市葵区七間町５－８ （仮称）認知症ケア推進センター内 

 

５ 業務要件 

（１）専門職の業務 

  ① 認知症に関する相談業務 

認知症の鑑別に関することや認知症の治療、日常生活を過ごす上での留意事項、通院

が困難又はかかりつけ医がいない場合、経済的な困窮、就労に関することなど、認知症

本人や家族を含む市民及び医療・介護等関係者からの認知症に関する相談に対応するこ

と。 
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  ② 関係機関との連絡調整業務 

以下の関係機関及び市との連絡調整を行うこと。 

ア 認知症の鑑別・検査が必要なケースに係る地域医療連携体制づくり 

（医師の紹介やかかりつけ医へのつなぎ、地域包括支援センターと認知症サポート

医等が連携する初期集中支援チームへの情報提供、認知症疾患医療センターとの

調整による受診、ケアマネジャーが主催するサービス担当者会議への情報提供、

サービス調整等） 

イ 訪問診療が必要なケースに係る支援体制づくり 

（かかりつけ医への情報提供、多職種による在宅医療・介護推進チームの編成、か

かりつけ医と認知症初期集中支援チームの編成等） 

ウ 生活を支える介護サービス等が必要なケースに係る介護サービス提供体制づくり 

 （介護保険認定申請の補助、ケアマネジャーの紹介、かかりつけ医とケアマネジャ

ーが連携するプラン作成への助言、情報提供、サービス担当者会議への情報提供、

施設サービス等の調整など） 

エ 社会参加や就労を希望するケースに係る地域連携体制づくり 

 （自治会や地区社協の活動参加へのつなぎ、ハローワークや若年性認知症相談窓 

口へ連絡調整、企業先への情報提供や担当者との面談、地域における支援サービ

スの紹介等） 

オ 家族介護の継続が必要なケースに係る家族支援体制づくり 

 （家族会の紹介、定期的に家族への状況確認の連絡、認知症カフェなどのインフォ

ーマルサービスや介護サービスなどレスパイトに向けたサービス導入の調整や提

供状況の確認後の調整、ケアマネジャーとの面談など） 

カ かかりつけ医や介護サービス事業所、ケアマネジャー、介護施設等の情報を集約 

した総合調整等、地域医療や生活支援の連携に係る対応 

③  情報収集、情報提供、指導助言業務 

医療サービス、介護サービスに係る資源マップや地域の支え合いサービスマップ、

関係機関連携シート等を活用するとともに、必要な情報を収集し、市民や地域包括支

援センター等を対象に医療・介護連携やインフォーマルサービスに係る情報提供、指

導助言、啓発を行うこと。 

④ 市民への普及啓発業務 

     認知症サポーター養成講座や認知症ミニ講演会など認知症を正しく理解するための

取組やセンターで実施する予防セミナーや企業出展などイベント開催やセンターの利

用について、一般市民への普及啓発を行うこと。 

 

（２）受託者の業務 

  ① 専門職の配置及び管理 

    看護師、社会福祉士またはソーシャルワーカー等、医療や介護、福祉に関する知識を

有する職員２名を当該業務に係る職員として配置し、業務に当たらせること。ただし、

要件を満たす職員の配置が困難な場合は、これと同等の知識を有する者と認められる者

を配置することとし、事前に市の了承を得ること。なお、業務の特性上、一定期間継続

して従事出来る者を配置するよう努めること。また、常時２名の配置ができれば、複数

人によるローテーションも可能とする。 
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  ② 市との連絡調整及び報告 

    業務を行う上で必要とする認知症等の研修会や市が開催する業務に係る会議、センタ

ーにおけるイベントへの出席や市が定める書類の提出等により、市との連絡調整及び報

告を行うこと。 

  

６ 必要規模 

（１）相談の受付及び対応 

   本業務における相談の受付及び対応は、原則、月曜日から金曜日までの午前９時から午

後６時までの間と、月第一土曜日の午前９時から午後６時まで（国民の祝日に関する法律

（昭和 23年 7月 20日法律第 178号）に規定する休日及び年末年始の 12月 29日から 1月

3日までの間を除く。）を実施できる体制としておくこと。  

（２）業務の周知 

   本業務の内容について、受託者は、市が作成したチラシの配布等の方法により、市内の

総合病院を含む医療機関、地域包括支援センター等、関係機関への周知を図るとともに、

市と連携して事業の啓発協力に努めること。 

（３）会議等への参加 

   本業務における専門職は、静岡市認知症対策推進協議会やセンター企画会議等に関連す

る会議や研修等に参加を求められた場合には、参加し、業務の報告等を行うこと。 

（４）業務見込み件数等（２人工） 

本業務における相談等の業務見込み件数等は以下を想定している。 

① 相談対応件数 20件/月 

② 説明会や講演会、チラシの配布などでのセンター周知 ２回以上/月 

③ 企業等が出展開催するイベント補助への参加回数     ４回以上/月 

④ 研修参加回数 ２回以上/年 

⑤ 会議参加による事業実績報告など（センター企画会議２回/年、作業部会３回/年） 

 

７ 個人情報保護対策 

  本業務では、市民の個人情報に接することが想定されるため、個人情報やプライバシー保

護のため、次の管理を徹底すること。 

（１）個人情報保護の基本原則 

受託者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをい

う。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、本業務を実施するに当たり、個人の権利利

益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （２）秘密の保持 

    受託者は、本業務に関して、知り得た個人情報の内容を他人に知らせてはならない。

本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （３）使用者への周知 

受託者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても、本業務に関して知

り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は本業務の目的以外の目的に利用してはなら

ないことなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。 

（４）適正な管理 

受託者は、本業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図るため、

管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
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い。 

 （５）収集の制限 

受託者は、本業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために必要

な範囲内で収集しなければならない。 

 （６）利用及び提供の制限 

受託者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本業務に係る個人情報を当該業務の

目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 

（７）複写、複製の禁止 

受託者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本業務を実施するに当たって、市か

ら提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（８）資料等の返還 

受託者は、本業務を実施するために市から提供され、又は受託者が収集し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等を、本業務の終了後直ちに市に返還し、又は引き

渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（９）再委託等の禁止 

受託者は、本業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。 

（10）事故発生時における報告 

受託者は、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知った

ときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。本業務の契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

 

８ 情報セキュリティ対策 

（１）受託者は、静岡市個人情報保護条例第 56条第 1項及び第 3項の規定を遵守しなけれ

ばならない。 

 （２）受託者は、静岡市個人情報保護条例第 61条又は第 62条に規定される罰則規定につい

て、担当する業務従事者に周知徹底しなければならない。 

 （３）受託者は、本業務に係る管理体制を含む情報セキュリティ実施計画書を市に提出しな

ければならない。 

 （４）受託者は、業務従事者に、守秘義務及び情報セキュリティの遵守に関する誓約書に署

名し提出することを義務付けなければならない。 

 （５）受託者は、業務従事者に対し、個人情報保護及び情報セキュリティに係る研修教育を

実施しなければならない。 

 （６）インターネット接続環境においては、外部からの不正なアクセス、攻撃などに対する

対策を講じなければならない。 

 （７）本業務で使用する情報機器については、すべてウイルス対策を施し、パターンファイ

ル等を常に最新の状態にしておかなければならない。 

 （８）本業務で使用する情報機器を廃棄又は撤去する場合においては、装置内に保存されて

いる情報を復元できないよう消去するか、記録媒体を破壊し、情報漏えいが生じないよ

うに厳重な措置を講じなければならない。 

 （９）市は必要に応じ本業務について情報セキュリティ監査を実施することができるものと

する。 
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９ 対象経費 

  本業務の対象経費は、次のとおりとし、受託者は、収支予算書及び収支決算書により市に

報告し、市の検査を受けるものとする。 

（１）人件費（担当職員の給料、手当、法定福利費） 

（２）旅費 

 （３）諸経費等 

 

10 委託について 

公募型プロポーザル方式により、プロポーザル審査会で決定した受諾候補者を見積参加者とし

て、単独随意契約（自治法施行令 167条の２第２号）により契約締結する。 
 

11 選考について 

 （１）選考の方法 
    参加を希望する者からの提案書を評価基準に従い、審査会において受諾候補者を決定する。 
    
 （２）選考評価項目 

①  安定的な運営力 
② 事業目的の達成力 
・ 人員配置 
・ 従事者研修の体制 
・ 危機管理の体制 
・ 認知症に係る業務実績 
・ 他の機関との連携方法に関する提案 
・ 情報発信の方法に関する提案 
③ 総合的評価 

（３）選考結果 
   選考結果は文書で通知する。 

 

12 応募資格 

   次の要件を全て満たす事業者とする。 
（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 
（２） 静岡市から指名停止を受けていないもの。 
（３） 過去３年間に静岡市税、法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 
（４） 静岡市暴力団排除条例（平成 25年４月静岡市条例第 11号）に基づく暴力団排除措置の対

象とならないこと。  
13 応募方法等 

  応募書類は、原本１部、原本の写しの計２部を提出する。 
（１） 提出書類 

   ・応募申請書 
    他の機関との連携方法に関する提案 

・ 情報発信の方法に関する提案 
・ その他（事業者内研修や行政との関係する会議への参加実績など） 
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（２） 提出方法 
下記に事前連絡のうえ、直接持参する。 

（３） 提出期限 
令和２年８月 31日（月）午後５時 

（４） 留意事項 
  ・応募に関する費用は、応募者の負担とする。 
  ・応募書類は、理由の如何を問わず一切返却しません。 

   ・提出書類に虚偽の記載があった場合や審査の公平性を害する行為があった場合は、応募を

受け付けることはできません。 
   ・応募書類提出後の書類内容等の修正及び変更を認めることはできません。 
   ・電話での質問には対応いたしませんので、質問は所定の質問票を提出する。 
  

14 連絡先 

静岡市保健福祉長寿局地域包括ケア推進本部 在宅医療・介護連携推進係   

〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 静岡市役所静岡庁舎 14階 

電話 054-221-1576  FAX 054-221-1577 

E-mail chiikikea@city.shizuoka.lg.jp 

 


