
 

 

 

 

 

 

  

 

 

梅ヶ丘拠点整備事業（民間施設棟） 

実施方針等に関する質問回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年３月４日 

世 田 谷 区 



本質問回答書は、平成 26年１月 24日（金曜日）から２月５日（水曜日）までに受け付

けた、梅ヶ丘拠点整備事業（民間施設棟）実施方針等に関する質問への回答を、実施方針、

要求水準書（案）の項目順に整理し、記載したものです。 

 

回答は現時点での考え方を示したものであり、今後の検討により変更する可能性があり

ます。詳細は、募集要項等にお示しします。 

 

なお、質問受付数は、以下のとおりです。 

 

質問受付数：  実施方針に関する質問     22件 

要求水準書（案）に関する質問    20件 

  総質問受付数     42件 



≪実施方針≫

No. 質問項目 頁 質問 回答

1地域環境との共
生
・防災拠点とし
ての整備

2第１ （２） 地域住民の一次避難場所の確保は不要か？ 梅ヶ丘拠点全体として、災害時に近隣の避難者が一時的
に集合して様子をみる「一時集合所」に選定される可能
性があります。一時集合所は、身近な公園、学校のグラ
ンド、団地の広場等が選定されています。

2事業の概要 4第２ ２ 土地の「貸し付け」ではなく、「譲渡」は
ありうるか？

譲渡することは考えていません。

3介護老人保健施
設

4第２ ３ （１） ① 既存の介護老人保健施設（在宅強化型）の
移転開設が可能かどうか。
現在は60床のため、移転開設が認められれ
ば100床への増床となります。

移転改築の場合は、整備費補助の対象とならないことも
考えられます。

4介護老人保健施
設

4第２ ３ （１） ① 在宅強化型としての算定要件は６カ月の在
宅復帰率50％以上という条件がある。区と
しては、開設後いつからの在宅強化型算定
をお考えか？

開設後１年以内を目途に、在宅強化型の算定要件を満た
すことを想定していますが、詳しくは、募集要項等にお
いてお示しする予定です。

5貸付料 7第２ ８ （３） 想定される地代の概算額、または現時点で
の時価評価額を参考までにお示し願いた
い。

定期借地権設定契約の締結時点において、土地の評価を
した上で、正式な貸付料を決めることになります。その
ため、現時点で貸付料をお示しすることはできません。
路線価等を参考にご想定ください。

6整備費補助につ
いて

8第２ ９ 募集要項公表時において、最新（平成26年
度）の各施設整備の補助金の交付要綱等も
あわせて公表してもらえるのでしょうか？

既存の各施設整備費補助要綱は、東京都や世田谷区のＨ
Ｐをご覧ください。新設予定の基幹相談支援センターの
整備費補助の内容については、募集要項等においてお示
しする予定です。

7整備費補助につ
いて

8第２ ９ 施設の定員等の変更は可能でしょうか？ 実施方針第２の３に記載した整備、運営する施設の規模
を下回ることは認められません。定員の増加を希望する
場合は、提案事業として計画することが可能です。

8整備費補助につ
いて

8第２ ９ 施設開設の準備に要する備品購入及び人件
費等に対する補助金は、今回の補助計画に
含まれますでしょうか？

東京都の施設開設準備経費助成特別対策事業費の補助
は、開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げや地
域に対する施設説明会等の開催に要する経費等が対象と
なります。詳細は、関係する要綱等をご確認ください。

該当箇所

実施方針等に関する質問回答



No. 質問項目 頁 質問 回答該当箇所

9運営費補助につ
いて

8第２ 10 「（仮称）世田谷区梅ヶ丘障害者支援施設
運営費補助」の導入を検討しているのとの
事ですが、募集要項公表時において交付要
綱（案）等もあわせて公表してもらえるの
でしょうか？

運営費補助の概要は実施方針第２の10に記載のとおりで
あり、要求水準書（案）第３の４（４）の「各事業の運
営における要求水準」にお示ししている内容を満たした
場合に、実績に応じて補助する予定です。提案書類や収
支計画の作成に必要な情報は、募集要項等においてお示
しする予定です。

10運営費補助につ
いて

8第２ 10 障害者支援施設等は、主に知的障害を想定
しているのでしょうか？（身体障害、精神
障害も含まれるのでしょうか。）

施設の機能を活用して地域移行に向けた取組みを行う障
害者（知的障害、身体障害、精神障害など）の利用を想
定しています。

11利用者送迎 8第２ 10 （４） 拠点外から通所される利用者の送迎への補
助について、具体的な補助内容について教
えていただきたい。また、送迎業務を外部
委託にすることが可能かどうか。

運営費補助の概要は実施方針第２の10に記載のとおりで
あり、要求水準書（案）第３の４（４）の「各事業の運
営における要求水準」にお示ししている内容を満たした
場合に、実績に応じて補助する予定です。ご質問の点も
含め、提案書類や収支計画の作成に必要な情報は、募集
要項等においてお示しする予定です。

12委託事業につい
て

8第２ 11 募集要項公表時において、委託料（案）の
金額もあわせて公表してもらえるのでしょ
うか？

そのように考えています。

13委託事業につい
て

8第２ 11 基幹相談支援センターと相談支援事業所の
すみ分けは、どのように考えればよろしい
でしょうか？

基幹相談支援センターは、区における相談支援の中核的
な役割を担う機関として、障害者の相談支援に関する業
務を総合的に行います。自ら、障害者等の相談、情報提
供、助言等を行う他、相談支援事業者間の連絡調整や関
係機関の連携支援、相談支援を行う人材の育成等を行い
ます。これに対し、相談支援事業所は、障害者等の個別
相談、情報提供、助言等を通じて、サービス等利用計画
の作成、地域移行や地域定着の支援等を行います。

14委託事業につい
て

8第２ 11 保育園の設置は可能でしょうか？ 児童福祉法に基づく認可保育所の設置は想定していませ
ん。

15保育所等への技
術支援

9第２ 11 （２） ①現在の区の取り組み及び委託先はどのよ
うな機関なのか？②保育所等からの訪問依
頼はどの程度あるのか？（需要の有無）

①については、公益財団法人が指定管理者として運営す
る世田谷区立総合福祉センターの専門職を保育園等へ派
遣して、職員等に対して特定のケースの技術的な援助や
アドバイスを行っています。
②については、毎年300件程度あります。



No. 質問項目 頁 質問 回答該当箇所

16事業者の募集及
び選定等

10第３ １
３
４

応募法人の事業エリア指定（例えば、２以
上の法人の共同提案とする場合は区内法人
を１以上参加させる必要があるなど）や応
募法人が東京都内または世田谷区内の法人
であることの審査上の優越等はあるのかど
うか。

想定していません。

17応募者 10第３ ３ （１） 当該事業はＳＰＣを設立する必要がないた
め、構成企業、協力企業の考えがありませ
ん。維持管理企業の下で清掃や警備の実績
をサービスを提供する企業が他のグループ
にサービス提供することは可能でしょう
か。

清掃や警備を担う企業が、複数の応募者の下で業務を受
託することを妨げるものではありません。

18応募資格要件
高齢者支援施設

10第３ ３ （２） ① 応募資格要件に介護老人保健施設の運営実
績が１年以上とあります。１つの社会福祉
法人での応募を検討しているのですが、当
法人の場合、介護老人保健施設の運営実績
（23年）は、グループ内法人である医療法
人にあります。また、社会福祉法人と医療
法人の理事長は同一人物です。この場合、
グループ内法人における運営実績によっ
て、応募資格要件を満たすと考えてもよろ
しいでしょうか？

１つの社会福祉法人による応募の場合、応募者となる社
会福祉法人が、介護老人保健施設の１年以上の運営実績
を有している必要があります。
ただし、応募者となる法人と人事交流等事業連携の実績
があり、ノウハウを共有できる法人の運営実績について
も、応募者の運営実績に含む方向で検討しています。詳
しくは、募集要項等においてお示しする予定です。

19応募資格要件
障害者支援施設

11第３ ３ （２） ② グループ内の医療法人で、障害者福祉サー
ビス事業所の運営実績がある。障害者施設
についてはグループ内の社会福祉法人（障
害者施設の実績はない）で担当してよい
か。

応募者の中に、障害福祉サービスの運営実績が１年以上
ある法人が含まれていれば、当該法人自らが障害者支援
施設の運営を担わない場合でも、障害者支援施設の資格
要件は満たされると考えています。
さらに、応募者となる法人と人事交流等事業連携の実績
があり、ノウハウを共有できる法人の運営実績について
も、応募者の運営実績に含む方向で検討しています。詳
しくは、募集要項等においてお示しする予定です。



No. 質問項目 頁 質問 回答該当箇所

20応募資格要件
障害者支援施設

11第３ ３ （２） ② 「障害者福祉サービスの運営実績が１年以
上ある法人」とありますが、具体的には、
「障害者福祉施設」を運営したことがあ
る」ということでしょうか。居宅介護
（ホームヘルプ）、重度訪問介護をやって
いるという実績では、該当しないのでしょ
うか。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの運営実績
を規定しており、居宅介護及び重度訪問介護も実績とな
ります。

21回答の公表 13第３ ６ （２） ③ イ 3/4予定の質疑の回答をうけてから、回答
に対する質疑はできないのでしょうか？

その予定はありません。今後は、募集要項等に対する質
疑を予定しています。

22敷地内既存構築
物等の処理

18第５ ２ （２） 敷地内既存建築物等の処理については、事
業者が責任及び費用を負うとのことです
が、敷地に既存建築物が残った状態での貸
付になるとのことでしょうか？

貸付地内に擁壁等の既存構築物等が残っていることがあ
りえます。詳しくは、募集要項等においてお示しする予
定です。



≪要求水準書（案）≫

No. 質問項目 頁 質問 回答

23整備する施設・
機能

7第２ ４ （２） 提案事業は、住宅系サービスは除くとのこ
とですが、高齢者支援施設の特定施設入居
者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム
やサービス付き高齢者向け住宅、小規模多
機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介
護、障害者支援施設の共同生活援助は住宅
系サービスには入らないと考えていいで
しょうか？

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、認知症対
応型共同生活介護、障害者の共同生活援助・共同生活介護
は住宅系サービスに含まれることとします。
なお、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介
護は、制度上介護老人保健施設に併設できません。

24整備する施設・
機能

8第２ ４ （２） 提案事業について、介護保険適用外のサー
ビス（たとえば要支援者に対する家事サー
ビス）といったものも、認められる可能性
はあるのか。

介護保険適用外のサービスも、住宅系サービスを除きご提
案いただけます。

25外装・内装計画 9第２ ４ （４） 区複合棟の意匠等がわからないと拠点一体
的な民間棟の内外装計画はできないと思わ
れるが、募集要項発表時には何らかの示唆
があるのか、または、将来的には区との調
整があるにしても、区複合棟を含めた拠点
全体の意匠プランがプロポーザルの対象と
なるのかどうか。
それとも、意匠計画そのものが事業者決定
のためのプロポーザルの対象外なのか。

区複合棟の設計に向けた意匠等の考え方については、募集
要項等においてお示しする予定です。
なお、拠点全体の意匠プランを民間施設棟のプロポーザル
の対象とするものではありません。

26整備費補助につ
いて

13第２ ９ （２） 移転開設の場合に、世田谷区の介護老人保
健施設整備費の補助対象となるか？

区の整備費補助の対象となるためには、東京都の整備費補
助の対象となる必要があります。

27地域交流スペー
ス

14第２ ９ （３） ③ ウ ①二次避難者用の備蓄品について、費用負
担は区か法人か？②備蓄品の内容に指定は
あるか？

二次避難所で要援護者のために必要となる水・食料等は、
二次避難所の開設に合わせて区が配布します。

28地域交流スペー
ス

14第２ ９ （３） ③ エ 広いスペースでの、医療的ケアに対応でき
る設備とはどのような設備を想定している
のか？

痰（たん）の吸引等、医療的ケアが必要な方を受け入れる
際に必要となる個別スペースの確保や、医療用機器使用の
ための非常用電源、衛生管理のための設備等を想定してい
ます。

該当箇所



No. 質問項目 頁 質問 回答該当箇所

29整備費補助につ
いて

15第２ 10 （２） 高齢者支援施設については居住費用を利用
者に負担して頂けると思いますが、障害者
支援施設についてはこれに該当する収入が
見込めないため建設コストに対する法人自
己負担（借り入れ償還）がかなりの金額に
なることが予想されます。
この部分について世田谷区からの補助は現
時点では示されていないと思いますが、今
後何らかの対応は可能でしょうか。

実施方針第２の９及び10に記載した以外での区の補助は予
定していません。

30施設入所支援 18第２ 10 （３） ② ケ 医療的ケアの水準はどの程度か？ 本事業では、経管栄養やたん吸引、酸素吸入など、高齢者
や障害者（児）が日常生活を営むのに必要な行為であっ
て、医師の指示の下に行われるものを「医療的ケア」とい
います。要求水準書（案）で定める事業において、該当す
る利用者に対応してください。

31地域交流スペー
ス

18第２ 10 （３） ④ 老健施設とは別の場所に設けることが条件
でしょうか、同一の地域交流スペースで区
分すればよろしいのでしょうか？

障害者支援施設と高齢者支援施設の地域交流スペースは隣
接して設置し、通常時は一体的な利用もできるよう配慮し
てください。

32ショートステイ 18第２ 10 （３） ⑤ 10名以下というユニットの基準内であれ
ば、同ユニットに入所者とショートステイ
の居室があっても構わないか。

要求水準書（案）では施設入所支援と短期入所は別ユニッ
トを想定していますが、修正する場合は、募集要項等にお
いてお示しします。

33基幹相談支援セ
ンター
相談支援事業所

19第２ 10 （３） ⑦
⑧

ア ⑦基幹相談支援センター、⑧相談支援事業
所の必要諸室・設備の共用は可能か？

新設予定の基幹相談支援センターの整備費補助に係る条件
等については、募集要項等においてお示しする予定です。

34相談支援事業所 19第２ 10 （３） ⑧ 相談支援事業所について、現在すでに区内
で事業を行っている場合、移転という形で
も構わないか。

差し支えありません。

35利用者及び家族
への配慮

20第３ １ （２） 利用者、家族の安全の為、プライバシーに
配慮したＩＣタグ等の所持による安全管理
システムの導入を図る事はよろしいでしょ
うか。

応募者の提案に委ねます。

36介護老人保健施
設

24第３ ３ （３） ① ウ 老健と一体となった短期入所療養介護を、
空室利用で20名程度実施すること、とある
が、20名達成できなかった場合、どうなる
のか。

区としては空室利用で20名程度の短期入所療養介護を期待
していますので、随時区への報告を求め、大幅に下回った
場合は、達成に向けた実行を求めることを考えています。



No. 質問項目 頁 質問 回答該当箇所

37提案事業 26第３ ３ （３） ⑥ イ 世田谷区に特養を今後何床程度整備する必
要があるとお考えか？

現時点での考え方は、「第５期世田谷区高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画」にお示ししています。平成27年度
以降については、「第６期世田谷区高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画」策定の中でお示しします。

38提案事業 26第３ ３ （３） ⑥ イ 住宅系サービスとはどのようなサービス
か？認知症対応型共同生活介護は含まれる
のか？

住宅系サービスとは、有料老人ホーム、サービス付き高齢
者向け住宅、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム
などを指します。
なお、認知症対応型共同生活介護は、制度上介護老人保健
施設に併設できません。

39基幹相談支援セ
ンター

29第３ ４ （４） ⑦ 現在、この機能を果たしている総合福祉セ
ンターからは、業務内容の引継ぎ等を受け
ることができるのか。

適切な業務引継ぎを行う予定です。

40維持管理に含ま
れる業務

31第４ ２ 維持管理に警備業務含むとありますが、ど
のような警備を想定されていますでしょう
か。機械警備のみ、機械警備及び常駐警備
も含むでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

41維持管理に含ま
れる業務

31第４ ２ 巡回の負担軽減の為に監視カメラやセン
サー類の設置はよろしいでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

42維持管理に含ま
れる業務

31第４ ２ 建物の警備について、機械による出入管理
は含みますでしょうか。

応募者の提案に委ねます。


