
「⻲⼾九丁⽬都有地における都有地活⽤による地域の福祉インフラ整備事業」質疑回答

No 該当箇所 質問事項 回答

1
公募要項2ページ25行⽬
2 公募施設及び規模等
①特別養護老人ホーム

定員１２０人程度（ユニット型  ９０人程度、従来型
多床室  ３０人以上）との記載ですが、全てユニット
型とすることは可能でしょうか。ユニット型施設で
の整備を進めたく、多床室の不要にて可能であるか
を確認させていただきたい。

所得が低い方のために、ユニット型より低廉な価格
で入所できることを⽬的としていますので、「従来
型多床室 ３０人以上（定員の３割以内）」は必置
となります。

2
公募要項2ページ25行⽬
2 公募施設及び規模等
①特別養護老人ホーム

定員１２０人程度（ユニット型  ９０人程度、従来型
多床室  ３０人以上）との記載ですが、1ユニット当
たりの定員は15名として計画する事は可能でしょう
か。指定基準の1ユニットの入居定員について、原則
としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの
とする。と記載がある為、全ユニットにて可能であ
るかを確認させていただきたい。

各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築
き、自立的な日常生活を営むことを支援するのに支
障がないと認められる場合には、入居定員が15人ま
でのユニットも認めますが、この場合、令和３年改
正「東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基
準に関する条例施行要領」第３ユニット型特別養護
老人ホーム３（３）に定める職員を配置することを
「特別養護老人ホーム等施設整備費補助審査基準」
で定めています。
※条例・規則等は下記ホームページをご参照くださ
い。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/koure
i/shisetu/tokuyou/jyoureikisoku.html

3
公募要項2ページ25行⽬
特別養護老人ホーム 施設
内容について

従来型とユニット型の併設になりますが、経済面等
の観点から利⽤者が従来型とユニット型を行き来す
ることは可能でしょうか。

入所後の部屋の変更については、区は関知しないた
め構いません。

4
公募要項2ページ28行⽬
ショートステイの定員に
ついて①

ショートステイユニットについて、定員を13名とし
てもよろしいでしょうか。

特別養護老人ホームの定員の1割以上であれば構いま
せん。

5
公募要項2ページ28行⽬
ショートステイの定員に
ついて②

「定員12人程度（ただし、特別養護老人ホーム定員
の1 割以上とすること。）」とありますが、1割の算
出について、小数点以下は切り上げでしょうか。

定員数は整数となるため、小数点以下は切り上げに
なります。

6
公募要項2ページ34行⽬
地域交流スペースについ
て

「規模は４００㎡程度」とありますが、この面積の
中に固定の間仕切りを作り、⽤途が複数あるスペー
スに分けることは可能でしょうか。

整備費補助審査基準に規程はありませんが、福祉避
難所として防災時の使⽤に支障がないことを確認さ
せていただきます。支障がある場合には認められま
せん。

7
公募要項3ページ27行⽬
3応募資格（２）財務状
況

過去2年間赤字ですが、特別養護老人ホームの新築に
伴う経費及び既存特別養護老人ホームにおける新型
コロナウィルスクラスター発生によりマイナスに
なっております。（半年間、入所調整により稼働が
下落した。）
この場合、応募資格の有無についてご回答賜りた
く、よろしくお願いいたします。

サービス活動増減差額が過去3期連続して赤字でなけ
れば、応募資格としては有となります。
また、同条件は東京都の整備費補助協議の審査基準
にもなっていますが、別途協議いただき、審査を行
うため、現時点では補助の対象となるかどうかにつ
いては保証できません。

8
公募要項6ページ16行⽬
敷地内に高低差について

敷地内に高低差10センチ程度あると記載されていま
すが、測量資料はありますでしょうか。

測量資料等はありません。現地での⽬視確認による
ものになります。

9
公募要項8ページ 行⽬
借地補助の活⽤について

「借地を活⽤した特別養護老人ホーム等設置支援事
業補助金」を見込んだ収支計画を作成してもよろし
いでしょうか。

当該補助金は、都有地は対象外となっておりますの
で活⽤できません。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/koure


No 該当箇所 質問事項 回答

10
公募要項10ページ36行⽬
福祉避難所の指定にかか
る備蓄倉庫について

備蓄倉庫（福祉避難所）の必要規模はありますで
しょうか。

防災拠点型地域交流スペースに設ける備蓄倉庫は、
要援護者を受け入れた際に使⽤する食料品等を確保
できる規模であることが必要です。
職員及び入居者が使⽤する災害対策物資は、別途施
設内に倉庫を整備し、備蓄してください。

11
公募要項12ページ16行⽬
都市型軽費老人ホームの
収入について

都市型軽費老人ホームについて、収入は利⽤者から
徴収する利⽤料と、東京都からの運営費補助金とい
う解釈でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

12
公募要項14ページ8行⽬
応募申込書類 ⑫ 決算書
について

「応募申込書類提出時点に、令和3年度決算が確定し
ていない場合は、転借申請書類提出日までに令和3年
度の決算書を提出すること」とありますが、その場
合、応募申込書類を提出する際は令和3年度決算以外
の書類を提出、その後転借申請書類提出日までに
メール等で提出すればよろしいでしょうか。

財務分析に時間を要するため、できるだけ応募申込
書類と併せて提出できるように準備してください。
どうしても間に合わない場合は、応募申込書類提出
時には、令和3年度決算以外の書類を提出してくださ
い。
事後の提出においても、紙で提出してください（正
本２部、副本12部）。なお、準備ができたら速やか
に提出してください。

13
公募要項14ページ12行⽬
応募申込書 ⑬ 納税証明
書について

法人地方税・事業税について、社会福祉法人のため
「滞納処分を受けたことがないことの証明書」を提
出することになりますが、こちらでよろしいでしょ
うか。

事業者説明会の際に配布した資料に記載しておりま
すとおり、下記を提出願います。
①税務署が発行する書類（法人税・消費税関係）
 …納税証明書「その１」
②都税事務所等が発行する書類（地方法人税・事業
税関係）
 …滞納処分を受けたことがないことの証明書

14

公募要項14ページ23行
⽬、16ページ16行⽬
提出書類のインデックス
について①

「各書類番号を記載したインデックスを付して提
出」とありますが、各書類のタイトル(例：「応募申
込書」等)の記載は無し、小項⽬に分かれている場合
は「②-ア」のような記載方法でよろしいでしょう
か。

インデックスに記載する書類番号は、添付資料一覧
の番号を記載してください。詳細はファイル作成要
領をご確認ください。

15

公募要項14ページ23行
⽬、16ページ16行⽬
提出書類のインデックス
について②

該当しない項⽬のインデックスについて、
・インデックスは必要、「該当書類なし」と記載し
た⽤紙をファイリング
・インデックス不要
どちらになりますでしょうか。

インデックスを付し、「該当書類なし」としてくだ
さい。

16

公募要項15ページ27行⽬
11 転借申請書類の提出
（1）提出書類④イ工事
見積書及び書類作成上の
留意点（3ページ11行⽬
〜）19.工事見積書（1）
補助対象工事

工事見積書は書類作成上の留意点に記載されており
ます、中項⽬にて詳細は不要と考えて宜しいでしょ
うか。

書類作成上の留意点に記載されている通りに作成し
てください。内訳は参考として記載している丸数字
のレベルまでで構いません。

17

公募要項16ページ6行⽬
転借申請書類 ⑨ ア 既存
運営施設の職員離職率・
有給休暇取得率について

「既存運営施設の職員離職率・有給休暇取得率(令和
元年度から令和3年度まで) 」とありますが、この数
値を提示するのは特養事業所分のみでよろしいで
しょうか。

特養に限らず、すべての事業所が対象となります。
記載方法は、1行1施設（建物）とし、施設内に併設
する事業所については「併設施設」の欄に記載して
ください。



No 該当箇所 質問事項 回答

18
公募要項18ページ 行⽬
賃貸借契約の締結時期に
ついて

事業者説明会にて早期の施設開設をとの説明があり
ましたが、第二回の補助協議に申請の場合、賃貸借
契約の締結時期をお教えください。

令和5年7月頃の締結を予定しています。なお第三回
の補助協議に提出した場合は、公募要項に記載の通
り令和5年の12月頃となります。

19 ―
当該敷地の地盤状況データ（ボーリングデータ）は
御提供頂けるのでしょうか。

地盤状況データの提供はありません。選定された事
業者の負担により必要に応じて地盤調査していただ
きます。なお、公募要項11ページにもその旨記載し
ております。

20 ―
ケアハウスの運営にあたって、補助金は出るので
しょうか。

介護専⽤型特定施設入居者生活介護の指定を受けた
定員３０人以上の軽費老人ホームであれば、都市型
軽費と同様にサービスの提供に要する費⽤補助があ
ります。
詳細は、下記ホームページから補助要綱等をご参照
ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/koure
i/shisetu/keihi/keihi/servicehojyo.html

21 ―

ケアハウスについて、申込者の中から入居者を決め
るにあたり、区独自の決まりはありますでしょう
か。
例：公開抽選、入居審査で点数付け等

ございません。

22 ―
ケアハウスについて、待機者となった場合の待機有
効期間はありますでしょうか。

ございません。

23 ―
ケアハウスについて、退去調整が非常に難しいです
が、区独自の明確な退去基準は設けられていますで
しょうか。

ございません。

24 ―
ケアハウスについて、看取りまで対応をするのか否
か、どちらにするかに関しては、こちらから提案す
る形でよろしいでしょうか。

必要に応じて提案してください。

25 ―

4事業(都市型軽費・ケアハウス・ショートステイ・
特養)でのエントランス・階段・エレベーター・事務
室・面談室・医務室・機械浴室・厨房等の共⽤は可
能でしょうか。

特養（併設ショートステイ含む）、都市型軽費、ケ
アハウスの設備は、それぞれ専⽤とする必要があり
ます。ただし、施設の効果的な運営と入所者に対す
る適切なサービスの提供が確保される場合には、入
所者が日常継続的に使⽤する設備以外の設備を共⽤
することができます。
面談室については、各施設で個別に設置してくださ
い。
エントランス(出入口）・階段・エレベーターは、専
⽤のものとすることが原則ですが、それぞれ設置す
ることが難しい場合は、設備の状況や措置方法を確
認して個別に判断することになります。
事務室、厨房（調理室）は、入居者へ提供するサー
ビスに支障がない場合は共⽤を認めます。
なお、医務室、機械浴室については、都市型軽費・
ケアハウスでは設置する必要がありません。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/koure

