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１ 公募の趣旨 

足立区（以下「区」という。）では、「足立区障がい者通所施設整備方針（平成２７年度～令

和６年度）【令和２年度改定版】」に基づき、一人でも多くの障がい者が等しく障がい福祉サー

ビスを享受できるよう、障がい者の地域生活の拠点である通所施設等の基盤整備を計画的に進

めています。 

今回の公募は、この通所施設整備方針で明らかにした「通所施設整備計画」に基づき、整備

対象地区・整備対象規模に合致した区有地を低廉な価格で貸し付け、当該区有地において通所

施設を整備・運営する事業者（以下、「整備・運営事業者」という。）を広く募り、最も適した

事業者を選定するものです。 

 

２ 実施事業 

本事業は、区が整備・運営事業者に「４ 貸付物件」（P.2）に記載する土地（以下、「貸付物

件」という。）を貸し付け、下記の障がい福祉サービス事業を実施するための建物及びその他の

工作物を整備・運営事業者が自ら整備し、運営していただくものです。 

（１）公募する事業及び規模 

公募する事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）に定める以下の事業とし、定員は

５０名とします。また、主たる対象者は、重度知的障がい者とします。 

 

 

 

（２）その他併設施設 

その他、整備・運営事業者が提案する施設を併設することも可とします。ただし、併設施

設は障がい福祉分野の事業のみとし、その事業内容、規模等が本事業の趣旨に反しないもの

に限ります。 

また、併設施設の整備に係る費用は、「８ 施設整備等に対する都及び区の補助・助成事業

について （３）足立区障がい福祉施設整備費助成」（P.１3）記載の区の施設整備助成事業

の対象外となる場合があります。 

併設施設の提案を希望する場合は、提案書類等の提出を行う前に、必ず区と事前協議の上、

提案してください。 

事業：生活介護事業（障害者総合支援法第５条第７項） 

定員：５０名 

主たる対象者：重度知的障がい者 



 
2 

３ 応募資格 

本事業に応募する事業者は、以下の資格要件をすべて満たしていることを応募の条件としま

す。 

ア 応募の日時点で、障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護事業を１年以上運

営している法人であること。 

イ 社会福祉法人、特定非営利活動法人、日本赤十字社、医療法人、公益社団法人、公益財

団法人、一般社団法人、一般財団法人等、営利を目的としない民間法人であること。 

ウ 法人、法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、暴力団等（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。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団及び法第２条第６号に規定する暴力団員並びに暴力

団の利益となる活動を行う団体をいう。）に該当しないこと。 

エ 法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、暴力団関係者（足立区

暴力団排除条例（平成２４年足立区条例第３７号）第２条第３号に規定するものをいう。）

に該当しないこと。 

オ 法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の３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２年を経過しない者でないこと。 

カ 法人が、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により一

般競争入札の参加を制限されていないこと。 

キ 法人又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は

関係機関に認定された日から２年を経過しない者でないこと。 

ク 法人又は法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成

１１年法律第１４７号）に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれら団体の支

配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者でないこ

と。 

ケ 法人又はその代表者が、国税及び地方税を滞納していないこと。 

コ 法人が労働社会保険に関する諸法令を遵守している団体であること。 

 

４ 貸付物件 

（１）所在地 

地番：足立区東伊興一丁目４番６ 

※資料１「案内図」参照のこと。 
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（２）敷地面積 

2,184.22㎡ 

※資料２「地積測量図」参照のこと。 

 

（３）現況 

工作物等あり 

※令和３年度中に、区は建物・工作物及び立木の撤去工事を行い、貸付開始時には整備・

運営事業者に更地として引渡しする予定です。一部残置される工作物等について、詳細は

「５ 建物・工作物・樹木・埋設物その他について」（P.４）の記載をご確認ください。 

（４）道路関係 

北側 幅員7.4ｍの舗装区道に接道 

西側 幅員12.5ｍの舗装区道に接道 

（５）土壌汚染のおそれに係る簡易な地歴調査の結果 

貸付物件は、足立区環境部生活環境保全課による簡易な土地利用の履歴等調査（生活環境

保全課が保有する東京都環境確保条例等に係る事業場情報、1962年以降現在までの住宅地

図、並びに昭和 22年及び直近の空中写真による調査）の結果において土壌汚染のおそれに

係る情報は確認されていません。 

ただし、整備に伴って未知の土壌汚染が確認された場合の対応条件については、「７ 施設

整備及び運営に関する条件 （１）施設整備における条件 シ 土壌汚染」（P.10）を確認

してください。 

（６）建築上の法規制等 

貸付物件は、以下の２つの用途地域にまたがって立地しています。本件施設建物の建築に

あたって適用となる用途地域等については、事業者の責任において事前に十分に確認してく

ださい。 

 ア 都市計画法上の主な用途地域 

用途地域 

第一種低層住居専用地域 

建ぺい率 50％ 

容積率  15０％ 

第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率 50％ 

容積率   15０％ 

高度地区 第２種高度地区 

防火地域 準防火地域 
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 イ 地区計画 

貸付予定地は、「足立区北部地域 東伊興地区地区計画」の対象区域に含まれます。 

地区計画上の用途制限等については、担当部署にご確認ください。 

 ウ 埋蔵文化財について 

貸付予定地は、埋蔵文化財包蔵地です。このため、建築行為等を行う場合は、届出が必

要です。詳細については、担当部署にご確認ください。 

 エ その他関係法令等 

  建築基準法・消防法その他関係法令等を十分確認し、担当部署と協議してください。 

（７）近隣の交通機関 

東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅北西 約１.３ｋｍ 

東武バス「聖一之橋」下車徒歩２分 

（８）現地の見学 

「９ 事業者説明会及び現地見学会」（P.14）のとおり現地見学会を予定していますので、

そちらの機会で詳細確認をしていただくようお願いします。 

 

５ 建物・工作物・樹木・埋設物その他について 

貸付物件には、本募集要領公表時点（令和２年１１月２５日現在）で建物・工作物・樹木・

埋設物等が存在します。貸付開始時には更地で引渡し予定ですが、一部残地される工作物等に

ついては下記のとおりです。 

なお、防火水槽及び防火水槽標識、東京消防庁所有物件を除いた残置する工作物等について

は、整備・運営事業者に譲渡する方針です。 

（１）防火水槽及び防火水槽標識 

貸付物件には、資料３「防火水槽位置図」及び資料４「防火水槽概要図」のとおり、東京

消防庁所有の防火水槽が埋設されています。これらは施設整備後においても、地域の安全確

保に資するため、引き続き活用が必要なため、現況のまま残置します。同様に、貸付物件に

設置されている防火水槽標識についても、残置します。 

施設の整備にあたっての注意点は、「７ 施設整備及び運営に関する条件 （１）施設整備

における条件 コ 防火水槽及び防火水槽標識」(P.10)を、運営にあたっての注意点は「７ 

施設整備及び運営に関する条件 （２）運営に関する条件 カ 防火水槽」(P.12)を、それ

ぞれ確認してください。 

（２）ネットフェンス 

現在東側隣地に設置されているフェンス及び、南側に設置されているフェンスの一部につ

いて残置する予定です。 
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（３）杭 

現存する建物の地中内の杭については、解体後も一部残置されます。 

（４）仮囲い・防草シート 

令和３年度の区の解体工事により更地後、敷地外周に木杭番線の仮囲い、敷地内に防草シ

ートによる防草処置を行う予定です。 

（５）水道管・ガス管・公設枡について 

水道管・ガス管については撤去します。 

公設枡については、現存する建物の解体工事において、公設枡から貸付物件側に立ち上が

りの配管を埋設し、残置する場合があります。 

６ 貸付条件等 

区は、貸付物件について、以下の条件により整備・運営事業者に貸し付けを行い、区と整備・

運営事業者は、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する一般定期借地権の設

定を目的とする、一般定期借地権設定契約（以下、「定期借地権契約」という。）を締結するも

のとします。 

（１）貸付期間 

５３年（工事期間と事業終了後建物解体期間を含む） 

（２）貸付開始時期 

令和４年９月ごろ（予定） 

（３）土地貸付料（月額） 

2７2,０００円 

※上記金額は、区で定める減額分を除した金額です。 

ア 土地貸付料は、３年ごとに消費者物価指数に従い改定することとします。ただし、初回

の改定は、令和５年４月１日に行うものとします。改定額の算出方法等の詳細は、別途定

める定期借地権契約において定めるものとします。 

イ 法令の変更又は改廃により、本件土地の貸付料に消費税等が課税される場合には、区は

整備・運営事業者に対し、土地貸付料に消費税等を加えて請求することができるものとし

ます。 

ウ 上記にかかわらず、土地貸付料が土地価格の社会経済情勢の大幅な変動等により、又は

近隣の土地の貸付料と比較して著しく不相応となった場合には、区と借受者の協議により

土地貸付料を改定することができることとします。 



 
6 

（４）権利金 

２３,７００,０００円 

※上記金額は、区で定める減額分を除した金額です。 

※権利金は返還しません。 

（５）保証金 

免除 

（６）支払方法 

ア 土地貸付料 

土地貸付料は、区が発行する納入通知書により、各月ごとに指定期日までに支払うものと

します。なお、土地貸付料の起算日は、定期借地権契約により定めます。起算日が月の途中

になった場合には、その月の土地貸付料は、日割り計算によって算出します。 

なお、土地貸付料の支払が遅延したときは、別途定期借地権契約により定めるところによ

り計算された額の延滞金（年率8.9％）を請求します。 

イ 権利金 

権利金は、定期借地権契約締結後に、区が発行する納入通知書により、指定期日までに一

括して支払うものとします。なお、指定期日までに権利金の支払いが完了されない場合は、

締結した定期借地権契約を破棄し、別途定める違約金を請求します。 

（７）借地権の登記及び公正証書の作成 

定期借地権契約を締結後、公正証書を作成し、あわせて貸付物件において一般定期借地権

の設定登記を行っていただきます。公正証書の作成及び一般定期借地権の設定登記に係る費

用は、整備・運営事業者の負担とします。 

（８）借地権の譲渡、転貸等 

貸付物件に設定する一般定期借地権は、区の承諾を得ずに第三者に譲渡、転貸等を行うこ

とはできません。 

（９）建物等の譲渡、貸付等 

貸付物件上に建築する建物及びその他の工作物について、区の承諾を得ずに第三者に譲渡、

貸付等を行うことはできません。 

（１０）維持管理 

貸付物件の維持管理は、整備・運営事業者の責任と負担により行うこととします。 

（１１）用途の指定 

事業者は、当該貸付物件を「２ 実施事業」（P.1）に定める事業用途以外の用途に用いる

ことはできません。 
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（１２）貸付物件の返還等 

貸付期間満了時、若しくは区又は整備・運営事業者側のいずれかにより土地貸付に係る定

期借地権契約が解除された時は、整備・運営事業者は直ちに本件事業用建物及びその他の工

作物を解体撤去・更地化し、貸付け時の原状有姿にて区に返還することとします。 

建物及びその他の工作物の解体撤去等に係る一切の費用は、整備・運営事業者側の負担と

します。 

（１３）契約更新等 

貸付期間の満了時における定期借地権契約の更新及び本件建物の築造による貸付期間の延

長はなく、本件建物の買取請求権も発生しません。 

（１４）その他 

ア 区は貸付物件の数量の不足その他の契約不適合責任を負わないものとします。 

イ 定期借地権契約の解除その他の事項については、定期借地権契約書に定めるところによ 

 ります。 
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７ 施設整備及び運営に関する条件 

（１）施設整備における条件 

ア 法令等の遵守 

施設整備にあたっては、特に以下に例示した法令等を遵守してください。その他、整備・

運営事業者の責任において該当する法令等を確認の上、当該法令を遵守してください。 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号） 

② 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号） 

③ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

④ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

⑤ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号） 

⑥ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号） 

⑦ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成１５年東京都条例

第１５５号） 

⑧ 東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第３３号） 

⑨ 東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号） 

⑩ 東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平

成２４年東京都条例第１５５号） 

⑪ 足立区環境整備基準・同細則等 

⑫ 足立区北部地域 東伊興地区地区計画 

⑬ その他関係法令等 

イ 基本協定の締結 

事業者が「１３ 事業者の選定方法」（P.22）により本事業の優先協定締結事業者とし

て選定された後、提案された事業を確実に実施していただくために、区と施設の整備及び

運営等に関する基本協定を締結していただきます（基本協定締結後、事業者は「整備・運

営事業者」となります）。 

ウ 建物の設計 

東京都指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２

４年東京都条例第１５５号）等に定める基準を遵守し、かつ適切な利用者支援を提供する

上で十分な設備・スペースの確保や、設備基準以外のスペース（倉庫等）の確保等、基準

を超える建物の設計に努めてください。 

その一方で、実施する事業に対する費用対効果を十分に検討し、活動に不要な設備、過

度な装飾、過剰なスペース等の削減に努め、建設工事及び設備工事等に係る費用を低減す

る設計を行ってください。 
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エ 建築に関する制限 

本事業において整備する施設建物の設計にあたっては、建築に関連する各種法令、規制

等を十分に確認の上、必要に応じて事前に区の建築主事等に確認を行い、各種法規制に沿

った設計とするよう留意してください。 

オ 通所送迎バス（マイクロバス）の敷地内乗り入れ 

現在、区内の重度障がい者を対象とする生活介護事業の施設利用者は、区が運行する通

所送迎バスを利用しています。本件施設建物の設計案の作成にあたっては、同様の送迎バ

スの利用を想定し、下記仕様のマイクロバスが敷地内に乗り入れ、施設利用者の乗降が可

能な設計としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

バスの乗り入れを想定した敷地・建物の設計にあたっては、バス本体の乗り入れスペー

スだけでなく、バスを駐車した際に車体横を車椅子が通ることを想定したスペースの確保

についても、十分考慮してください。 

また、施設利用者のバスの乗降にあたって雨天時を想定し、庇を設ける等、施設利用者

の利便性に十分配慮した建物設計を行ってください。 

カ 駐車スペース 

保護者等が施設利用者を自主送迎する車両等が近隣道路上に駐車し、又は停車して地域

住民の通行を妨げることがないよう、本事業において整備する施設敷地内に駐車スペース

を十分に確保してください。また、必要に応じて、関係者が利用する駐車・駐輪スペース

を整備してください。 

キ 貸付物件東側（聖堂児童遊園）部分の空地の確保 

現在児童遊園として利用されている貸付物件東側については、隣地との間に現状と同等

程度の空地を設けるようにしてください。空地の活用方法など詳細については、事前に区

へご相談ください。 

ク 囲いの設置 

施設の整備にあたっては、貸付物件と隣地境界を隔てるため、必ず外周に囲いを施して

ください。また、貸付物件と道路境界との間には、開閉柵若しくは車止めの設置等、土日

夜間に関係者以外の立ち入りを制限するような設備を設けてください。 

ただし、「キ 貸付物件東側（聖堂児童遊園）の空地の確保」に記載の空地部分について

は、地域へ開放することを考慮し、区と協議の上で取扱いを決めることとします。 

 

マイクロバス（中型ロング） 

全 長：7,730ｍｍ 

    ※背面車椅子乗降用リフト展開時＋1,470ｍｍ 

全 幅：2,360ｍｍ 

全 高：2,645ｍｍ（無線アンテナ＋300ｍｍ） 
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施設整備にあたり、既存のネットフェンスを活用するか、若しくは撤去・再設置を行う

かは、隣地所有者と十分に協議の上、整備・運営事業者の判断により対応してください。 

ネットフェンスの撤去・再設置を行う場合は、整備・運営事業者の費用負担により行っ

ていただきますので、留意してください。 

ケ 建物及びその他工作物の建設工事にあたっての留意事項 

工事車両の通行に際しては、十分な安全対策を講じてください。騒音、振動、悪臭及び

粉じんの排出を最小限にとどめるよう、配慮してください。 

コ 防火水槽及び防火水槽標識 

貸付物件の地下には、「５ 建物・工作物・樹木・埋設物その他について （１）防火水

槽及び防火水槽標識」(P.4)のとおり東京消防庁所有の防火水槽が埋設されており、今後も

引き続き地域の安全確保のため、活用できる状態とすることが必要です。 

施設の整備にあたっては、当該防火水槽の埋設状況、構造等について十分留意して施設

建物及び工作物・外構等の設計を行い、工事の内容・時期・費用負担等について、管轄消

防署と事前に綿密に協議を行ってください。 

また、施設整備にあたって防火水槽標識の一時撤去が必要となる場合についても、工事

内容・時期・費用負担・再設置場所等、同様に管轄消防署と十分協議してください。 

サ 地下埋設物 

施設の整備にあたって、既知の埋設物以外に新たに撤去又は保存を要する地下埋設物の

存在が判明した場合には、直ちに区へ報告するとともに、区と協議の上、整備・運営事業

者が関係法令等に基づき当該地下埋設物を適切に処理してください。この場合の地下埋設

物の処理に係る費用も、整備・運営事業者の負担とします。 

シ 土壌汚染 

「４ 貸付物件 （５）土壌汚染のおそれに係る簡易な地歴調査の結果」（P.3）のとお

り、現時点において土壌汚染のおそれに係る情報は確認されていません。 

ただし、施設の整備にあたり、未知の土壌汚染のおそれ及び土壌汚染が判明した場合に

は、直ちに区へ報告するとともに、区と協議の上、整備・運営事業者が関係法令等及び区

の指示に従って当該土壌汚染物質を適切に処理してください。なお、当該処理の対象とな

る土壌汚染には、油分及びダイオキシン類を含みます。 

また、土壌汚染物質の処理に係る費用は、整備・運営事業者の負担とします。 

ス 地域住民に対する説明及び対応 

整備・運営事業者が施設整備を行うにあたっては、地域住民に対し十分な説明を行うと

ともに、意見や要望に対して誠実に対応してください。 
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セ 地域交流スペース 

本事業の公募にあたっては、地域住民との交流方針についても評価項目の一つとして提

案を受け付けることとします。施設建物の設計にあたっては、地域住民に開放する交流ス

ペースの確保等の提案内容を、設計案に必ず加えてください。 

なお、地域交流スペースは、専用スペースとして常時確保する必要はありません。本公

募対象事業の活動に支障のない範囲において、他の用途スペースとの兼用を可とします。 

ソ 貸付物件の契約日前利用 

施設整備にともなう地積調査及び土壌調査等のため、契約日以前に貸付物件の利用を希

望する場合は、区に対し使用許可手続きを行っていただきます。なお、使用許可手続き、

使用にあたっての費用負担の有無等の詳細については、「イ 基本協定の締結」（P.８）に

より締結する基本協定において定めるものとします。 

（２）運営に関する条件 

ア 事業実施期間 

整備・運営事業者は、本公募により整備する施設の建設費等に都補助金及び区助成金の

交付を受けることとなりますが（「８ 施設整備等に対する都及び区の補助・助成事業につ

いて」（P.12））、都補助金及び区助成金の交付にともない、補助事業等により取得し、又

は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）

に定める処分制限期間の適用を受けることとなります。 

イ 入所調整 

整備・運営事業者が整備する施設は、足立区障がい者施設入所調整事務取扱要綱に定め

る入所調整の対象施設となり、整備施設の施設長（管理者）は入所調整会議の構成員とな

ることとします。 

整備施設で運営する事業の施設利用者は、原則足立区民に限ります。利用者の受入れに

あたっては、整備・運営事業者は区が行う入所調整会議に協力し、入所調整会議の推薦を

尊重して施設利用者を決定していただきます。 

ウ 送迎バス 

本公募により開設する施設に対して、既存の重度障がい者を対象とする生活介護事業所

同様、区は施設利用者送迎バスの運行を行うことを予定していますが、必要に応じて、整

備・運営事業者においても独自の送迎を行う等、施設利用者支援の充実に努めてください。 

エ 施設の名称 

施設の名称の決定にあたっては、区と協議してください。 
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オ 地域住民との交流 

施設の運営にあたっては、地域住民との友好な関係保持に努め、地域に開かれた施設運

営を行ってください。 

カ 防火水槽 

貸付物件の地下には、「５ 建物・工作物・樹木・埋設物その他について （１）防火水

槽及び防火水槽標識」(P.4)のとおり東京消防庁所有の防火水槽が埋設されており、今後も

引き続き地域の安全確保のため、活用できる状態とすることが必要です。 

施設の運営にあたっては、車両又は資機材等で当該防火水槽の吸管投入孔を常時塞ぐこ

とのないよう、留意してください。 

なお、防火水槽の運用、取扱いの注意点等については、管轄消防署に適宜確認し、その

指示・助言に従い適切に管理してください。 

キ 第二次避難所（福祉避難所）等防災拠点 

本件施設は、区の地域防災計画に位置づけられるため、第二次避難所として障がい者等

３０人以上が長期的に避難生活できるスペースの確保等の提案内容を、区（災害対策課）

と協議のうえ、設計案に必ず加えてください。 

本件施設開設後は、防災拠点として施設の積極的な活用に協力することとし、第二次避

難所の提供については、区と協定を締結していただきます。 

ク 東京都福祉サービス第三者評価の受審 

施設開設後、都の指導するところに従い、東京都福祉サービス第三者評価を３年に１回

以上受審してください。 

 

８ 施設整備等に対する都及び区の補助・助成事業について 

（１）東京都障害者（児）施設整備費補助 

本事業において整備・運営事業者が施設整備を行うにあたっては、都補助要綱に基づく都

補助金の交付を受けるため、都が定める各種手続きをしていただくことを条件とします。 

事業計画書の提出をはじめとした都補助金の各種手続きは、本事業の整備・運営事業者と

して選定された後、別途都に対して行ってください。なお、本事業の整備・運営事業者とし

て選定されたことをもって、都補助金の交付決定が必ず受けられるものではありません。 

  補助スケジュール（予定） 

令和３年 ４月 都補助金に係る事業説明会 

 ６月 事業計画書等提出（→都） 

令和４年 ７～８月 都補助内示 
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（２）東京都定期借地権の一時金に対する補助 

本件の事業用地について、標記の都の補助事業の補助金交付対象となる場合があります。 

詳しくは、都の担当部署にお問い合わせください。 

ア 補助対象経費 

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するも

の（当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引

下げが行われていると認められるもの）。 

※定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業補助要綱（平成２４年

３月３０日２３福保障居第３８０５号。）別表２より抜粋。 

イ 都問合せ先 

東京都 福祉保健局 障害者施策推進部 

施設サービス支援課 生活基盤整備担当 

電話 ０３－５３２０－４１５２ 

 

（３）足立区障がい福祉施設整備費助成 

足立区障がい福祉施設整備費助成要綱（平成２１年足福障発第５８４号）の規定に従い、

助成条件を満たした場合、区の障がい福祉施設整備費助成金の交付対象となります。 

「７ 施設整備及び運営に関する条件 （１）施設整備における条件 セ 地域交流スペ

ース」（P.11）に記載の地域交流スペースについては、当該スペースが「２ 実施事業 （１）

公募する事業及び規模」（P.1）で本公募事業として指定する生活介護事業用スペースの一部

として認められる限りにおいて、本助成事業の助成対象に含まれます。 

ただし、「２ 実施事業 （２）その他併設施設」（P.1）に記載の事業者が提案する併設施

設は、原則として本整備費助成事業の対象とはならず、当該併設施設占有スペース（面積按

分により算出した共用スペース面積分を含む）に係る整備費用を除外した費用が助成対象と

なりますので、あらかじめご承知おきください。 

ア 主な助成条件 

都補助金の交付申請を行い、かつ交付決定を受けること。 

イ 助成金の交付額（予定） 

都補助要綱に定める総事業費から都補助金を減じて得た額の２分の１相当額。 
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９ 事業者説明会及び現地見学会 

本事業の公募にあたり、下記のとおり事業者説明会及び現地見学会を実施します。本事業公

募の応募にあたっては、事業者説明会及び現地見学会のいずれについても参加した事業者であ

ることが応募の必須条件ですので、ご留意ください。 

なお、設計会社、コンサルタント会社等のみでのご参加は受け付けいたしません。 

（１）事業者説明会 

ア 日時 

令和２年１２月８日（火） 

【受 付】午前９時３０分から午前１０時まで 

【説明会】午前１０時から午前１１時まで 

イ 場所 

竹の塚障がい福祉館 第一会議室 

（竹の塚地域学習センター１階） 

足立区竹の塚二丁目２５番１７号 

（東武スカイツリーライン「竹ノ塚」駅から徒歩約７分） 

※駐車場に限りがあるため、可能な限り公共交通機関をご利用ください。 

ウ その他 

事業者説明会中において、「１０ 質問及び回答」（P.15）の公募質問方法の詳細をご案

内します。 

あわせて、事業者が質問を送信、また回答を受信するＥメールアドレスをその場で登録

いただきます。登録にあたっては、応募予定事業者所有のアドレス一つのみとします（設

計会社、コンサルタント会社等のアドレスは不可）。 

あらかじめ登録用Ｅメールアドレスをご準備のうえ、説明会にご参加ください。 

（２）現地見学会 

ア 日時 

令和２年１２月８日（火） 

午後２時から午後３時まで 

イ 場所 

貸付物件地（現地）  

足立区東伊興一丁目４番６（地番） 

（東武バス「聖一之橋」バス停下車徒歩２分） 

※区では参加者用の駐車場を用意しません。 

（３）参加者の人数 

事業者説明会、現地見学会とも、１事業者につき参加者は３名までとしてください。 
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（４）申込み方法 

ア 申込み先 

窓口・電話・ファックス・Ｅメールのいずれかの方法で「１７ 問い合わせ先」（Ｐ.26）

記載の担当までお申込みください。 

申込みの際には、法人名、参加者氏名、連絡先をお伝えください。 

なお、ファックス・Ｅメールでの申し込みの際には、件名に「公募説明会申込」と記載

してください。 

イ 申込み期限 

令和２年１２月７日（月）午後５時まで 

（５）その他 

ア 事業者説明会の終了後、説明会会場から現地見学会の会場（貸付物件地）へは、各自で

移動していただきます。 

イ 現地見学会では、貸付物件の敷地に入って見学をしていただけます。見学会当日以外に

は、敷地内への立ち入りはできません。 

ウ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場内ではマスクを着用してください。 

 

１０ 質問及び回答 

（１）質問 

ア 質問ができる事業者 

原則として、事業者説明会及び現地見学会のいずれにも参加した事業者のみとします。 

イ 質問の方法 

「質問票」（様式第１号）に質問内容を記載の上、事業者説明会で案内する公募質問方法

に従い、「１７ 問い合わせ先」（P.26）に記載のＥメールアドレスに送付してください。

その際、Ｅメール送信元のＥメールアドレスは、必ず事業者説明会で事前登録いただいた、

応募予定事業者所有のＥメールアドレスを用いてください。 

事前登録のないＥメールアドレスからの質問、また設計会社、コンサルタント会社等の

Ｅメールアドレスからの質問には、一切回答しませんので、ご留意ください。 

ウ 送付期限 

令和２年１２月１４日（月）午後５時まで 
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（２）回答 

ア 回答日 

令和２年１２月１８日（金）（予定） 

※質問内容、質問数によって、回答が遅れる場合があります。 

イ 回答の方法 

事前登録いただいた応募予定事業者Ｅメールアドレスあて、Ｅメールにより回答を送信

します。なお、回答は事業者説明会及び現地見学会に参加いただいたすべての事業者に、

質問期間中にいただいたすべての質問に対する回答を、一律に送信いたします 

回答は、本募集要領記載の諸条件を補完する効力を持つものとします。 

 

１１ 応募手続き 

本事業公募への参加を希望する事業者は、下記のとおり応募申込書等を提出してください。

応募にあたっては、事業者説明会及び現地見学会のいずれにも参加した事業者であることが応

募の必須条件ですので、ご留意ください。受付期間に有効な応募手続きを行った事業者を、提

案書の提出ができる、提案事業者とします。 

（１）提出する応募申込書等 

No. 書類名 様式 
提出 

部数 

1 応募申込書 様式第２号 1 

2 
法人の預金残高証明書（令和２年３月３１日時

点のもの） 
 1 

3 

平成２９年度～令和元年度の決算書 

（財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事

業活動計算書、等） ※法人全体のもの 

 3 

（２）応募申込書等受付期間及び受付時間 

受付期間 令和２年１２月２１日(月)から２５日(金)まで 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

（３）提出方法 

書類を直接「１７ 問い合わせ先」（Ｐ26）記載の担当まで持参してください。 

なお、持参する際は、必ず事前に電話連絡し提出時間（来庁予定）を予約してください。 
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１２ 提案書類等の提出 

「１１ 応募手続き」（P.16）により、有効な応募手続きを行った提案事業者は、事業の提

案に係る書類等を、下記に定める受付期間内に、指定の提出方法により提出してください。 

（１）提出する提案書類等 

No. 書類名 様式 

1 提出書類一覧 様式第３号 

2 審査項目対応資料説明書 様式第４号 

■法人基礎資料 

3 法人の沿革  

4 運営施設一覧  

5 法人定款（写し）  

6 法人登記事項証明書 ※発行３ヶ月以内のもの  

7 法人代表者印鑑証明書 ※発行３ヶ月以内のもの  

8 役員一覧表  

9 法人代表者の履歴書  

10 法人の理念及び運営方針  

11 
本公募への応募を決定した理事会の会議録等の写し 

（理事会を開催した場合） 
 

12 法人の法令遵守（コンプライアンス）に関する規程  

13 法人の給与規程（手当てに関する規程を含むもの）  

14 職員就業規則（正規職員・非正規職員）  

15 法人の人材育成計画・職員研修計画及び研修実施実績  

16 法人の令和２年度の事業運営計画・年間行事予定  

17 

職員の福利厚生に関する規程類一式（育児休業規程、介

護休業規程、他）及び育児休業・介護休業の取得率がわ

かる資料 
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18 

法人の個人情報保護に関する書類一式 

・個人情報保護規程 

・個人情報取扱いマニュアル 

・個人情報保護に関する研修計画・研修実施実績 

・個人情報保護の周知体制 

・個人情報外部持ち出しに関する規程・管理簿、他 

 

19 

法人の各種マニュアル・規程類一式 

・不審者対応マニュアル（施設侵入対策マニュアル等） 

・防災訓練マニュアル及び訓練実施実績 

・交通事故・ケガ対応マニュアル 

・苦情対応マニュアル 

・虐待防止マニュアル 

・虐待防止対策体制図 

・やむを得ず身体拘束を行う場合のマニュアル 

・トラブル・苦情対応マニュアル 

・利用者の服薬管理マニュアル 

・感染症対応マニュアル 

・職員接遇（接客）マニュアル、他 

 

20 法人の防災対応計画（BCP）  

21 

平成２９年度～令和元年度の決算書 

（財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計

算書等） ※法人全体のもの 

 

22 
足立区 労働条件審査 主要チェックシート２５ 

（自己確認チェックシート） 
様式第５号 

23 

足立区ワークライフバランス推進認定企業認定証（写し） 

※認定を受けている場合 ★★★のみ対象 

※区外法人においては、法人所在地の管轄自治体におい

て同様の制度に基づく認定を受けている場合は、その認

定証等の写しを添付すること 

 

24 
平成３０年度以降の監督官庁の指導監査における指摘文

書及び改善報告書一式 ※法人本部に対するもののみ 
 

25 法人運営施設パンフレット類一式  

■提案書類（施設整備関係） 

26 施設整備概要・コンセプト等  

27 建物の配置図  

28 建物の平面図  

29 建物の立面図  
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30 部屋別面積表（延床面積） 様式第６号 

31 開設までのスケジュール表 様式第７号 

32 資金調達一覧表 様式第８号 

33 施設運営費算出表 様式第９号 

34 工事概算見積書  

35 
借入金償還計画書 

※借入を行う場合のみ 

様式第１０

号 

■提案書類（運営関係） 

36 事業運営方針  

37 年間行事予定  

38 職員採用計画（正規・非正規、任期の有無を明記のこと）  

39 職員配置計画（正規・非正規・任期の有無を明記のこと）  

40 施設長（管理者）予定者氏名及び予定者の経歴書  

41 利用者支援計画  

42 利用者健康管理  

43 施設衛生管理  

44 虐待防止対策  

45 施設利用者への食事提供体制  

46 防災・防犯対策  

47 トラブル・苦情対応方針  

48 
地域住民との連携・地域貢献（地域交流スペース及び空

地の活用についての提案も含む） 
 

49 
地域関係機関（他事業所、病院、特別支援学校、等）と

の連携方針 
 

50 併設施設についての提案 ※併設施設提案がある場合  

■その他 

51 過去の事件・事故に関する回答票（平成３０年度以降） 
様式第１１

号 
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（２）提案書類等作成方法 

ア 区指定様式以外は、任意様式とします。ただし、図面等を除き、原則としてＡ４縦判で

作成してください。 

イ 書類 No.36～50（図面等を除く）の資料については、原則として１項目につき１ペー

ジ程度で作成してください。 

ウ 書類No.51の記載にあたっては、資料５「事件・事故の公表基準」を目安として、事業

者法人全体の過去３年（平成３０年４月１日以降提案書提出時点まで）の事件・事故をす

べて記載してください。 

エ 可能な限り、両面印刷にて書類を作成してください。 

オ 書類はページ番号を付してください。 

カ 項目ごとに扉ページを設け、扉ページに項目番号・項目名を記載し、インデックスを付

してください。 

キ 書類はフラットファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙には「令和２

年１１月公募 東伊興１丁目 障がい者通所施設整備・運営事業提案書」、「法人名」を表

示してください。 

（３）提出部数 

正本  １部 

副本 １５部 

※フラットファイルの色は、すべて統一してください 

（４）提案書類等提出受付期間及び受付時間 

受付期間 令和３年２月１日(月)から５日(金)まで 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

（５）提出方法 

書類を直接「１７ 問い合わせ先」（Ｐ.26）記載の担当まで持参してください。 

なお、持参する際は、必ず事前に電話連絡し提出時間（来庁予定）を予約してください。 
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（６）その他 

ア 提出書類の取り扱い 

提出書類の著作権は、提案事業者に帰属します。ただし、区は事業者の公表等必要なと

きは、提出書類の内容を提案事業者の承諾を得ずに無償で使用できるものとします。 

なお、一度区へ提出された提案書類等は、返却いたしません。 

イ 追加書類の提出 

区が必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがあります。 

ウ 情報の公開 

足立区情報公開条例（平成１２年足立区条例第９１号）に基づき、提案事業者の提案内

容については、個人情報を除いて公開することがあります。なお、提案事業者等の利益を

明らかに損なうと認められる事項は、非開示情報とすることがあります。 

エ 提案事業者の公表 

提案書類等提出後、提案事業者の法人名を、足立区ホームページ等で公表します。 

オ 費用負担 

提案書類等作成のほか、本事業公募の参加及び応募に係る費用は、すべて事業者の負担

とします。 

カ 事実相反 

提出された提案書類等の内容に、事実と異なる記載があった場合は、整備・運営事業者

として選定された後でもその選定結果を取り消し、区は締結した基本協定を破棄できるも

のとします。 
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１３ 事業者の選定方法 

（１）選定方法 

下記のとおり、事業者からの提案を審査し整備・運営事業者を選定します。 

ア 第一次審査（令和３年２月下旬開催予定） 

足立区福祉施設指定管理者等選定審査会（以下、「選定審査会」という。）において、

第一次審査（書類審査）を行い、提案事業者の中から上位３～５事業者程度を事業実施

候補者として選定します。 

なお、第一次審査の評価点が、区の定める基準点に満たない提案事業者は、順位にか

かわらず事業実施候補者として選定しません。 

イ 現地調査 

区が必要と認めた場合は、提案事業者の運営する事業所等の現地調査を行うこととし

ます。現地調査を行う場合は、対象事業所、調査日等について、区と提案事業者間で別

途協議することとします。 

ウ 第二次審査（令和３年３月中旬～下旬開催予定） 

第一次審査により選定された事業実施候補者を対象とし、選定審査会において、第二

次審査を行います。 

第二次審査では、事業実施候補者によるプレゼンテーション、審査委員による質疑等

を行います。第二次審査における審査会の評価点数を選定審査会の評価点とし、評価点

が第１位及び第２位の事業者を特定し、第１位の事業者を優先協定締結事業者として選

定します。区と優先協定締結事業者は、選定後速やかに整備・運営に関する基本協定を

締結することとします（基本協定締結後、事業者は「整備・運営事業者」となります）。

第２位の事業者は、補欠協定締結事業者として選定します。補欠協定締結事業者は、何

らかの理由により区と優先協定締結事業者との間で整備・運営に関する基本協定の締結

に至らなかった場合に、繰り上がって区と基本協定締結の権利を得るものとします。補

欠協定締結事業者の有効期間は、選定審査結果通知の日から１年間とします。 

なお、第二次審査の評価点が、区の定める基準点に満たない場合は、該当する優先協

定締結事業者なしとすることがあります。 

（２）第二次審査への出席 

「（１）選定方法」に記載のとおり、選定審査会の第二次審査には、事業実施候補者は必

ずご出席いただき、審査委員に対するプレゼンテーション、また審査委員からの質疑に対

する回答を行っていただきますので、あらかじめご承知おきください。 

なお、当日の出席者は、施設長（管理者）予定者、法人会計担当者等、審査委員からの

質疑に対し適切に回答できる担当者を必須の出席者とします。第二次審査の日時等の詳細

は、事業者からの応募申込書等の提出後、速やかにお知らせいたします。 
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（３）選定審査基準 

主に次の点について審査を行います。 

No. 審査項目 主な評価項目 

■第一次審査 

1 組織の安定性 
財務状況、事故対応力、個人情報保護に対する

取組み、理事会運営、法令遵守の取り組み、他 

2 運営の安定性 
人材育成・職員研修計画、職員就労環境、職員

の福利厚生・健康管理、他 

3 事業活動の内容 
事業運営計画、利用者支援内容、施設管理・運

営状況 

4 区内経済活性化 区内における法人活動拠点の有無 

5 ワークライフバランス 
ワークライフバランス企業認定の有無（区外の

場合、準じる認定の有無） 

■第二次審査 

1 法人の財務状況・資金計画等 法人財務状況、資金計画の内容・妥当性 

2 経営理念・ビジョン 
法人の経営理念、事業に対するビジョン・熱意、

他 

3 整備計画の内容 
整備計画の企画力・実現性、建物の設計力、費

用対効果 

4 
施設運営・利用者支援の取組み

方針 

施設運営方針、利用者支援計画、食事提供体制、

虐待防止対策、他 

5 個人情報の取扱い 個人情報保護に対する取組み、他 

6 施設の管理運営体制 
職員体制、防犯・防災対策、トラブル・苦情対

応方針、衛生管理、他 

7 地域との関係づくり 
地域関係機関との連携方針、地域住民との連

携・地域貢献、地域交流スペースに関する提案 

8 併設施設 併設施設についての提案内容の企画力・実現性 
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（４）減点 

「１２ 提案書類等の提出 （１）提出する提案書類等」（P.17）に記載の提案書類No.51

の内容について、第二次審査において審査し、下記基準の減点割合に応じて減点を行います。 

基準 減点割合 

事故等が悪質／社会的影響が大／同様の事故等が複数回発生 のいずれかの場合 △5％ 

事業者の帰責性が大きく、再発防止策又は改善状況が不十分の場合 △4％ 

事業者の帰責性は少ないが、再発防止策又は改善状況が不十分な場合 △3％ 

事業者の帰責性は大きいが、再発防止策が適切で、改善が進んでいる場合 △2％ 

事業者の帰責性が少なく、再発防止策が適切で、改善が進んでいる場合 △1％ 

事業者の帰責性が無い場合  0％ 

（５）審査結果の通知 

第一次審査、第二次審査とも、審査結果は文書で通知します。 

なお、通知を行う時期は、以下を予定しています。 

 第一次審査結果 令和３年２月下旬頃 

 第二次審査結果 令和３年３月下旬頃 

（６）審査結果の公表 

第二次審査の結果、優先協定締結事業者として決定した第１位の事業者の法人名と審査

評価結果を、足立区ホームページ等にて公表します。その他の事業者については、法人名

は伏せ、審査評価結果のみ公表します。 

 

１４ 公募条件・提案内容の履行及び追加・変更について 

「７ 施設整備及び運営に関する条件 （１）施設整備における条件 イ 基本協定の締結」

（P.8）に記載のとおり、選定審査会終了後に区と優先協定締結事業者との間で速やかに基本

協定を締結し、これをもって事業者は整備・運営事業者となります。 

整備・運営事業者は、本事業における障がい者通所施設の整備・運営にあたり、原則として

本募集要領で定めた条件及び本公募において整備・運営事業者が提案した事項を誠実に履行し

ていただきますが、以下に該当する場合でかつ区が必要と認める場合には、区と整備・運営事

業者間で協議の上、本募集要領の条件又は整備・運営事業者の提案事項を部分的に追加・変更

できることとします。 

なお、追加・変更手続きの詳細については、区と整備・運営事業者とで締結する基本協定に

おいて定めることとします。 

ア 法令に適合するために不可欠な事項の追加・変更 

イ 利用者支援を行う上で、安全性・支援の質の向上のため不可欠な事項の追加・変更 

ウ 地域住民の良好な生活環境の確保のため不可欠な事項の追加・変更 
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エ 都補助金に係る各種手続きに適合するために不可欠な事項の追加・変更 

オ 事業に係る経費の著しい削減が見込める事項の追加・変更 

 

１５ 公募から開設までの主なスケジュール 

２０２０年（令和２年） 

１２月 ７日（月） 事業者説明会・現地見学会申込み期限 

１２月 ８日（火） 事業者説明会・現地見学会 

１２月１４日（月） 質問票送付期限 

１２月１８日（金） 質問回答 

１２月２１日（月）～２５日（金） 応募書類提出受付期間 

２０２１年（令和３年） 

２月１日（月）～５日（金） 提案書類提出受付期間 

２月下旬（予定） 第一次審査（事業実施候補者選定） 

２月下旬（予定） 第一次審査結果通知発送 

３月中旬～下旬（予定） 第二次審査（優先協定締結事業者選定） 

３月下旬（予定） 第二次審査結果通知発送 

３月下旬（予定） 整備・運営に関する協定締結 

４月（予定） 都補助事業者説明会開催 

６月（予定） 事業計画書提出（→都） 

７～８月（予定） 地元説明会実施（事業者主催） 

２０２２年（令和４年） 

  ７～８月（予定） 都補助内示 

  ８月（予定） 区助成金申請（１年目） 

  ９月（予定） 一般定期借地権設定契約締結（土地貸付開始） 

 １１月（予定） 施設建設工事着工 

２０２３年（令和５年） 

  ３月（予定） 実績報告提出（１年目） 

  ３月～４月（予定） 区助成金請求・支払（１年目） 

  ４月（予定） 都補助内示 

  ４月（予定） 区助成金申請（２年目） 

２０２４年（令和６年） 

  １月（予定） 施設竣工 
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  ２月（予定） 竣工検査 

  ３月（予定） 実績報告提出（２年目） 

  ３月～４月（予定） 区助成金請求・支払（２年目） 

  ４月（予定） 施設開設・運営開始 

 

１６ その他 

（１）募集要領その他資料の取扱い 

区が提供する募集要領その他資料については、本事業公募の応募検討、提案書類の作成

等の目的においてのみ使用できるものとし、それ以外の目的に使用することはできません。

また、本事業公募に係る使用の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者に対して内

容を提示し、又は使用させることはできません。 

（２）審査委員への接触の禁止 

選定審査会の審査委員に対して、本事業公募の審査に重大な影響を与えると疑われる接

触を禁止します。接触の事実が認められた該当事業者にあっては、選定審査会開催前であ

れば失格とし、整備・運営事業者として選定されている場合は、その選定結果を取り消し、

区は締結した基本協定を破棄します。 

１７ 問い合わせ先 

足立区 福祉部 障がい福祉課 障がい施設調整担当 安香、綾 

郵便番号  120-8510 

住所    足立区中央本町一丁目１７番１号 

（足立区役所 本庁舎 北館１階） 

電話    ０３－３８８０－５７０８（直通） 

ファックス ０３－３８８０－５７５４ 

Ｅメール s-fukusi@city.adachi.tokyo.jp 
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