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1
募集要領４ページ

⑪収支計画書、支出計画書
【様式7-1～3】

支出計画書は令和５年度のものを作成するの
か。

　お見込みのとおりです。令和５年度の収支計画書、支
出計画書を作成してください。

R4.9.16

2
仕様書13ページ

＜保健師に準ずる者＞

①グループホームでのプランや管理者として1年
以上勤務していた看護師は対象にならないの
か。
②病院で看護師長・総師長を20年以上経験した
看護師は対象にならないのか。

　当該看護師の経験等を詳細に確認する必要があるた
め、事前に本市へ確認してください。
　なお、三職種に準ずる者については、三職種の確保が
困難であり、これらの者の配置が困難な場合に、配置が
認められるものであることにご留意ください。

R4.9.16
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仕様書15ページ

　
７ 施設の設置場所

受託期間中の施設設置場所の移転は可能か。

　地域包括支援センターは、各圏域内での高齢者支援の
窓口であることから、住民への周知や利用者の視点か
ら、契約期間中は同じ場所で運営されることが望ましい
と考えております。だたし、家主の正当な理由による立
ち退き、建物の老朽化等により安全性に問題が生じた場
合の移転、公共事業等による移転、利用者の利便性向上
を図るための移転など、正当な理由に基づく移転につい
ては、本市との事前の協議の上、受託期間中でも認めま
す。なお、移転費用について本市からの補助はありませ
ん。

R4.9.16

4
仕様書14ページ

（2）の表

表中①～⑦の職員を地域包括支援センターに配
置するが、これらの職員を指定介護予防支援事
業所の職員として兼務させてもよいか。あるい
は、これらの職員とは別に指定介護予防支援事
業所には専従で1名以上配置する必要があるの
か。

　地域包括支援センターに配置した①～⑦（認知症地域
支援推進員は除く）の職員を指定介護予防支援事業所の
職員として兼務させることができます。

R4.9.26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年９月29日

回　答　書

　「令和４年度那覇市地域包括支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル」に関する質問について、次のとおり回答します。
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募集要領４ページ

⑪収支計画書、支出計画書
【様式7-1】

収入は、毎年提出している予算書の②指定介護
予防支援事業費の介護予防ケアマネジメント料
のどの部分に当たりますか。
支出に関しては、どのように計算したらよろし
いでしょうか。

①様式７-１に記入する収入及び支出
・収入１「包括的支援事業委託料」：【別紙３】の包括
的支援事業の委託料上限額を超えない金額（17包括
31,713千円、新都心28,810千円）
・収入２「介護予防ケアマネジメント料」：地域包括支
援センターが作成するケアマネジメントA、B、Cの総合
事業から支払われるプラン作成収入のことです（下記②
参照）。
・支出：地域包括支援センターの運営に係る経費とし、
指定介護予防支援事業所の運営経費は除きます。
②様式７-１に記載しない収入及び支出
・収入：指定介護予防支援事業所が作成する「介護予防
サービス計画」のプラン作成収入（介護保険給付から支
払われるプラン料収入）
・支出：指定介護予防支援事業所の運営に係る経費
※様式７-１の支出の部を算出するにあたって、全体の
支出額から地域包括支援センターの支出と指定介護予防
支援事業所の支出を分けて算出することが困難な場合
は、「介護予防サービス計画」プラン料と「介護予防ケ
アマネジメント」プラン料の割合で案分するなど、適正
な金額を求めてください。

R4.9.26
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6

　　仕様書12ページ

５ 業務日及び業務時間
（3）緊急対応

①緊急時の対応とは、具体的にどのような状況
を想定していますか。

②緊急時かどうか、判断するのは具体的にどの
ように行いますか。

③転送や取次等により24時間対応が可能な連絡
体制とは、月曜日から土曜日の業務時間中も同
様な体制を必要としますか。

④連絡体制を確保とは、電話での応対と考えて
よいでしょうか。

　緊急対応とは、休日、夜間などの緊急時の対応を示し
ています。
①「地域包括支援センターの設置運営について（厚労省
通知 H30.5.10）」の15頁「緊急時の対応等の場合も想
定し、センターの職員に対して速やかに連絡が取れるよ
うな体制を整備しておくことが必要である。」を踏ま
え、仕様書に含めており、緊急時の対応とは、虐待、安
否確認等、緊急な対応を必要とする事態を想定していま
す。
②各地域包括支援センターでの相談や関係機関からの問
い合わせの内容からセンターの専門職スタッフが緊急時
の判断をします。また関係機関等から本市へ問い合わせ
等があった場合は、センターと状況などを共有しながら
判断することになります。
③業務時間中においては、勤務している職員と連絡が取
れることから必ずしも緊急時の連絡体制は必要としませ
ん。
④電話での応対は、初期対応になると思われますが、内
容によっては、電話以外の対応が必要になる場合も想定
されます。

R4.9.26
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         様式５

人材の確保・育成・定着
等

①ケアプランナーを３名配置したいが、様式５
の⑤ケアプランナー欄は記載欄が２名分しかな
いので、当該箇所をコピーして記載欄を増やし
てよいか。
②職歴の書き方について
同一法人内の人事異動があった場合は、職歴欄
の期間は人事異動毎に別個に記載するのか。

①お見込のとおりです。必要人数分の記載欄をコピーし
てご対応ください。
②職歴の書き方
ア同一法人内の異動で同じ職種であれば、通算して期間
を記載してください。
イ同一法人内の異動でも職種が異なる場合は、その職種
毎に期間を記載してください。
ウＡ法人⇒Ｂ法人⇒Ｃ法人と転職した場合は、Ａ・Ｂ・
Ｃの各法人毎に記載してください。

R4.9.29
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様式３

法人概要及び事業実績

当法人通所リハビリ1事業所が、11月に別法人移
管予定です。10月14日の公募締め切り日には法
人所属ですが、記載をどのように考えたらよろ
しいでしょうか。

参加表明書等の提出日時点で記載してください。 R4.9.29
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　　仕様書12ページ

５ 業務日及び業務時間
（2）窓口開設時間

月曜日から土曜日まで窓口開設の場合は、シフ
ト勤務にて職員を配置することになります。土
曜日などは職員が少なくなることが予想されま
すが、職員の最低出勤人数などはあるのでしょ
うか。

　最低出勤の人数については、定めていませんが、地域
包括支援センターの業務に支障をきたさない人数でなけ
ればなりません。

R4.9.29
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　　仕様書12ページ

５ 業務日及び業務時間
（3）緊急対応

「緊急時の対応」とは具体的にどのようなこと
を指しているのか教えてください。
高齢者虐待以外の対応もあるのでしょうか。
認知症徘徊者の問い合わせ、台風時の安否確認
なども入るのですか。
電話のみなのか夜間に訪問等も行うのか教えて
ください。

①「地域包括支援センターの設置運営について（厚労省
通知 H30.5.10）」の15頁「緊急時の対応等の場合も想
定し、センターの職員に対して速やかに連絡が取れるよ
うな体制を整備しておくことが必要である。」を踏ま
え、仕様書に含めており、緊急時の対応とは、虐待、安
否確認等、緊急な対応を必要とする事態を想定していま
す。
②道迷い高齢者の問い合わせ
・SOSリングの登録者
　発見・保護された場合は、警察が家族へ連絡して引き
継ぎ、独居高齢者等の身元引受人が不在の場合は、本市
へ引き継がれます。その後、本市は圏域のセンターと連
携し、対応することになります。
・SOSリングの未登録者
　警察からの問い合わせについては、本市が対応し、必
要に応じて各センターへ情報提供依頼を行います。
③台風時については、事前に予測が立てられることもあ
り、支援しているケースのBCP等を確認しながら事前の
対応等を想定しています。暴風警報発令中の安否確認
は、警察等の対応になると思われ、暴風警報解除後、安
全が確保されたことを確認したうえで、センターでの安
否確認の対応もあるものと想定しています。
④電話での応対は、初期対応になると思われますが、内
容によっては、電話以外の対応が必要になる場合も想定
されます。

R4.9.29
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　　仕様書14ページ

６ 職員体制
（2）圏域高齢者数3,000
人以上

１　職員配置については８人以上ということで
よろしいでしょうか。
２　管理者の職種は３職種や事務員ではなくて
もよいのでしょうか。
３　⑤ケアプランナー（２人）と⑧介護支援専
門員（１人以上）の違いについて教えてほし
い。

1　圏域高齢者数3千人以上の地域包括支援センターの職
員配置は8名です。なお、8名以上配置しても8名を超え
る分の委託料の増額はありません。
2　お見込みのとおりです。
3 「⑤ケアプランナー」は地域包括支援センターの職員
です。主に総合事業のケアマネジメントＡ・Ｂ・Ｃのプ
ランを作成します。なお、ケアプランナーは、指定介護
予防支援事業所の職員を兼務することができます。
　「⑧介護支援専門員等」は、指定介護予防支援事業所
の職員です。主に介護予防サービス計画を作成します。

R4.9.29
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　　募集要領２ページ

５　委託料上限額

委託料について、令和4年9月の定例議会に家賃
相当分を増額するための補正予算（案）を提出
しているとの説明がありました。
この補正予算が成立した場合、【別紙3】に示さ
れている上限額が適応されるとのことですが、
賃貸物件の場合も法人保有物件の場合も上限額
に差異はないという解釈でよろしいでしょう
か。

お見込のとおりです。 R4.9.29

※委託料上限額について
　募集要領【別紙３】の包括的支援事業の委託料上限額「31,713,000円（17包括）、28,810,000円（新都心）」については、９月
定例会における補正予算成立後の委託料上限額 を記載しています。なお、この委託料上限額は、補正増する額を加えた金額であ
り、９月定例会で補正予算の成立後に確定します。


