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 １ 公募の趣旨                                                        

杉並区では、「杉並区保健福祉計画」、「第６期杉並区介護保険事業計画（平成 27～29 年度）」

に基づき特別養護老人ホームの整備を進めています。平成 30 年 4 月１日現在、特別養護老人ホ

ームの定員は、区内 16施設：定員 1,500名、自治体間連携施設 1施設：定員 50名、区外協力施

設 11 施設：協力数 203 名、総計 1,753 名となっていますが、特別養護老人ホームの入居希望者

が多数いる中で、平成 33年度までに定員 2,307名を目標として整備を進めています。 

これまで杉並区では、主に区有地における特別養護老人ホーム整備事業について、施設整備費

の一部を補助すること等により整備を進めていますが、より一層整備を促進させるため、国との

財産交換に基づき、区内にある国有地を取得し、特別養護老人ホーム等の整備用地として活用す

ることとなりました。 

今回の整備計画は、広い敷地を活用し区内最大級の特養を整備するとともに、ショートステイ

の定員を多く確保することにより、緊急ショートステイや軽度障害者の受入れにも対応するもの

です。また、医療的処置が必要な入居者に対応可能な体制を整えるとともに、看取りまで実施し

ていきます。さらに、建物内に、診療所、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護

事業所等を併設することにより、区民の在宅療養生活の継続を支援し、隣接する複合施設棟（平

成 30年 3月開設）に設置する在宅医療・生活支援センター等と連携することにより、在宅医療・

介護サービスの提供体制の充実を図っていくものです。 

   

社会福祉法人暁会は、こうした計画の実現のため、要介護状態となっても入居者が在宅の延長

として生活ができるユニットケアを理念とした住まいが提供でき、また個々の入居者の生活を中

心とした個別ケアの実践と、地域に開かれた事業運営が期待できる事業者として、杉並区が実施

したプロポーザル方式による公募において、選定されました。 

 

今回の公募型プロポーザルは、こうした本計画の趣旨に適した環境や居住空間を創出し、特養

入所や在宅療養ニーズに対応可能な複合施設としての様々な機能を有する区内最大級の特養と

しての魅力を充分に発揮する施設を整備するため、既存の概念に捕らわれずに、高度な知識や技

術、創造力を有し、課題解決の能力を有する設計者を広く募集するものです。 
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 ２ 応募資格                                                        

本公募に応募することができる事業者は、次の要件を全て満たす事業者に限ります。 

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当しな

いこと。 

（２） 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）第２条第２号

に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの者と関係を有する者でな

いこと。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生 

    法（平成１１年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

（４） 建築士法（昭和２５年法律第202号）第23条に規定する一級建築士事務所の登録を継続

して２年以上行っていること。 

（５） 本業務を担当する統括責任者が、建築士法第２条に規定する一級建築士の資格を有する

こと。 

（６） 契約締結権限を有する本店、支店又は営業所が東京都内に所在していること。 

（７） 平成25年4月1日以降に完成し、引き渡し済である延床面積3,000㎡以上の特養又は医療

福祉施設の設計業務の実績があること。 

 

 ３ 事業概要及び規模等                                   

（１） 事業の名称 

天沼三丁目荻窪税務署等用地活用による特別養護老人ホーム等整備事業 

（２） 整備施設及び定員等 

① ユニット型特別養護老人ホーム（以下「特別養護老人ホーム」という。） 

② 併設老人短期入所施設（以下「併設ショート」という。） 

  ・ 原則として、トイレは居室ごとに設置 

・ 定員 216人（特別養護老人ホーム及び併設ショートの定員計） 

・ 併設ショートステイの定員は、特別養護老人ホーム定員の２割程度 

・ １ユニットあたり 12人（特別養護老人ホーム及び併設ショート） 

③ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・ 登録定員 29人、通い 15人、宿泊 9人 

④ 防災拠点型地域交流スペース 

  ・ 約 480㎡ 

＜以下、別法人が運営＞ 

⑤ 診療所 

  ・ 約 132㎡、道路面に面した１階の角に配置、駐車場２台分確保 

⑥ 訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所・障害者相談支援事業所 

  ・ 約 115㎡、階数不問、駐車場１台分、駐輪場 12台分確保 
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（３） 東京都補助対象 

本件整備計画は、東京都老人福祉施設整備事業の補助対象となることが条件となります。 

    施設の基準等については、基準省令等に加え、「特別養護老人ホーム等施設整備費補助審 

査基準」を参照してください。 

（４） 工事費 

  42億円程度 

（５） 履行期間 

  契約締結の翌日から平成３３年１１月３０日まで 

（６） 全体スケジュール 

平成３０年１０月   都へ事業計画書提出 

１１月   都へ補助協議書提出 

平成３１年 ６月   荻窪税務署解体工事（区） 

       ８月   都補助内示予定 

１２月頃  着工 

平成３３年１２月頃  開設 

 

 ４ 敷地概要                                  

（１） 所在地 

《地  番》 杉並区天沼 3-190－7外 

《住居表示》 杉並区天沼三丁目 19番 

（２） 最寄駅 

ＪＲ中央線      「荻窪駅」徒歩８分 

     東京メトロ丸ノ内線  「荻窪駅」徒歩８分 

関東バス        荻 04、荻 05、荻 06、荻 07、阿 02 

「荻窪税務署」徒歩０分 

（３） 敷地面積 

     4,060.87㎡ 

（４） 現 況 

荻窪税務署 

※ 財産交換により杉並区が土地を取得（平成 30 年 5 月予定）した後、平成 31 年 6 月

以降に杉並区が解体工事を開始し、同年 11月頃までに更地にする予定です。 

（５） 建築上の法規制等 

① 当該地域地区等 

用途地域 
天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以内 近隣商業地域 

天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以降 第一種中高層住居専用地域 

防火・準防火 準防火地域 

建ぺい率 天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以内 80％ 
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天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以降 60％ 

容積率 
天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以内 300％ 

天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以降 200％ 

日影規制 
天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以内 種別（一）４ｈ－2.5ｈ（４ｍ） 

天沼本通り（日大二高通り）から 20ｍ以降 種別（一）３ｈ－２ｈ （４ｍ） 

高度地区 第二種高度地区 

接道 

敷地北側：建築基準法第 42条第 1項 1号（区道） 

敷地西側：建築基準法第 42条第 1項 1号 

     建築基準法第 42条第 2項（区道） 

② 埋蔵文化財調査 

貸付物件は、埋蔵文化財包蔵地ではありません。 

③ 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。 

（６） 越境物 

越境物はありません。 

（７） 現地の見学 

現在、荻窪税務署として運営しています。現況は確認することができますが、近隣住民 

や税務署利用者等の迷惑とならないよう、配慮してください。また路上駐車や多人数での 

見学はくれぐれも御遠慮ください。 

 

 ５ 施設整備に関する基本的事項                          

   施設整備に際しては、以下の関係法令及び条件等を遵守してください。 

（１） 遵守すべき主な法令等 

・ 建築基準法 （昭和 25年法律第 201号） 

・ 東京都建築安全条例（昭和 25年東京都条例第 89号） 

・ 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） 

・ 東京都駐車場条例（昭和 33年東京都条例第 77号） 

・ 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） 

・ 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） 

   ・ 消防法（昭和 23年法律第 186号） 

   ・ 杉並区まちづくり条例（平成 14年条例第 45号） 

   ・ 杉並区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和 53年条例第 

37号） 

   ・ 杉並区景観条例（平成 20年条例第 43号） 

・ 杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例（平成元年条例第 17号）及び同条例施行規則 

（平成元年規則第 41号） 

・ 杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱（平成 20年杉並第 
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19569号）（歩道状空地等） 

   ・ 杉並区雨水流出抑制施設設置指導要綱（平成６年杉土計発第 124号） 

   ・ 杉並区みどりの条例（平成 18年条例第 21号） 

   ・ その他関係法令及び条例 

（２） 施設の整備方針（提案にあたって） 

    社会福祉法人暁会は、「地域」「利用者」「施設」の三者が相互に作用しあう「トリニティ 

ー（三位一体）型地域密着事業所」を理念に掲げ、高齢者をはじめとする地域住民の生きが 

いや健康づくりに貢献する施設づくりを目指しています。「地域住民」「入居者」「施設職

員」それぞれの視点に沿った具体的で画期的な提案を求めます。 

〈 提案を求めるテーマ 〉 

①  入居者及び職員が快適かつ安全に過ごすことができ、併せて地域住民が生きがいや健康  

づくりを目的として気軽に立ち寄れるスペース並びに施設運営のあり方 

②  各施設の機能が有効活用され、在宅医療・介護サービスの提供体制の充実を図るととも  

に、医療必要度の高い入居者を受け入れる施設のあり方 

③  質を確保し、ライフサイクルコストの低減や建設コストの削減を実現する施設整備のあ 

り方 

④  その他、本計画において特に重要と考える施設整備の提案 

（３） 施設整備に関する条件 

① 施設設計 

敷地周辺は住宅地及び商店街となっています。施設の設計にあたっては、日影、騒音、

視線等の周辺の住環境に十分に配慮してください。 

② 地域住民の要望に対する対応 

事業計画については近隣住民に対して丁寧な説明に努め、十分に理解を得た上で計画を

進めていただきます。 

建設工事に伴う振動、騒音、安全等の対策のほか近隣住民からの苦情・要望に十分に対

応できる事業計画を作成し、工事期間中も苦情・要望があった際には、迅速かつ丁寧に

対応してください。 

なお、本公募による事業者として決定されるまでは、個別に近隣住民に対する説明や調

整は一切行わないでください。 

③ 狭あい道路拡幅整備 

貸付物件の西側区道については、法人の費用負担により建築基準法第 42 条第２項道路

のセットバックに伴う後退用地整備を区と協議の上実施する必要があります。 

④ 歩道状空地の整備 

計画地の北側区道及び西側区道については、法人の費用負担により杉並区建築物の建築

に係る住環境への配慮等に関する指導要綱に基づく歩道状空地を区と協議の上整備す

る必要があります。 

⑤ 歩行者用通路の整備 

計画地の南側の隣地境界沿いに２ｍ幅の歩行者用通路を設け、東側に隣接する区複合施
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設が設ける歩行者用通路に接続させてください。 

⑥ 広場状空地の整備 

計画地の北西角にすみ切りを設けるとともに、地域の方々が利用できる 100㎡程度の広

場上空地を北西角に設けてください。 

   ⑦ 樹木の保存 

     計画地内にあるウコン桜（北側３本）について、敷地内に移植保存してください。 

⑧ 本件建物の外観 

杉並区景観条例に基づき、周辺の景観や、隣接する複合施設棟と調和する外観としてく

ださい。 

⑨ 駐車スペース 

利用者の送迎などに必要となる車両等を道路上に駐停車しないよう必要台数分の駐車

スペースを確保し、近隣住民の通行を妨げることのないようにすること。また、駐車場

出入口については、関係法令等に基づき交通上支障がないよう配慮してください。 

⑩ 駐輪スペース 

来客及び関係者用として、貸付物件内に必要な駐輪スペースを確保してください。 

⑪ 地域交流スペース 

地域住民が集い、各種講座、行事の開催、会合等に活用できる地域交流スペースを約 420

㎡確保（設置）してください。 

⑫ 福祉救援所及び災害用品備蓄倉庫の設置 

杉並区では、特別養護老人ホーム等の福祉施設に福祉救援所の設置を進めており、災害

時に自宅や震災救援所での生活が困難な地域の要援護者（要介護高齢者、障害者等）の

方を受け入れていただくため、入居者用の災害備蓄倉庫のほかに、１階に福祉救援所の

災害用備蓄品の保管倉庫（15～30㎡）を確保してください。 

⑬ 契約手続 

建築業者については、都からの補助内示以降、都が定める「老人福祉施設及び介護保険

施設の整備費補助等に係る契約手続基準」に則り、入札を行った上で決定します。 

 

 ６ 実施スケジュール                                                        

（１） 公募要項の公表 

    平成３０年４月２６日（木曜日） 

（２） 質問書 

   平成３０年５月７日（月曜日）まで 

    平成３０年５月１１日（金曜日）ごろ回答 

（３） 参加表明書提出 

    平成３０年５月２３日（水曜日）から平成３０年５月２５日（金曜日）まで 

（４） 企画提案書提出 

    平成３０年６月１１日（月曜日）から平成３０年６月１５日（金曜日）まで 

（５） 第一次審査 
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    平成３０年６月下旬  

（６） 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

    平成３０年７月上旬  

（７） 審査結果公表 

平成３０年７月中旬  

  

 ７ 質疑及び回答                                 

（１） 質疑者の資格 

     参加予定事業者（参加資格を有する事業者）とします。 

（２） 質疑の方法 

必要事項及び質疑の内容を別添「質問票」（P.12参照）に記載の上、電子メールにより、 

以下（３）②の送付先に送付してください。 

簡易な点を除き、質問事項以外の方法（電話、訪問等）による質問は、御遠慮ください。 

（３） 受付期間及び送付先 

① 受付期間 

     平成３０年５月１日（火曜日）から平成３０年５月７日（月曜日） 

   ② 送付先 

     社会福祉法人暁会  石川 宛 

E-mail ： akatsukikai@akatsukikai.com 

 （４） 回答の方法 

質問のあった事業者にＦＡＸ等で回答するとともに、全応募申込者に周知することが適

当と認めた質疑回答は、平成３０年５月１１日（金曜日）を目途に、社会福祉法人暁会ホ

ームページに掲載します。 

 

 ８ 参加表明書類の提出                               

  本公募への申し込みを希望する事業者は、次により参加表明書類全てを期限までに提出してく

ださい。提出日以降は、受け付けません。 

（１） 提出書類 

・ 参加表明書（別紙様式１） 

・ 実績一覧（別紙様式２） 

 （２） 提出部数 

正本１部、副本１０部を提出してください。 

（３） 提出方法 

持参または郵送（書留郵便） 

（４） 提出先 

社会福祉法人暁会  石川 宛 

住所 ： 〒751-0887 山口県下関市大字小野 64番地の 1 
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電話 ： ０８３－２５６－５３３６ 又は ０９０－５２６２－８１５５ 

（５） 提出期限 

    平成３０年５月２３日（水曜日）から平成３０年５月２５日（金曜日）１７時まで 

 

 ９ 企画提案書の提出                                

   応募申込者は、次により企画提案書を提出してください。 

   所定の期間内に企画提案書類が提出されなかった場合には、参加を辞退したものとみなしま 

す。提出締切日以降の計画内容の変更は受け付けません。 

（１） 提出書類 

・ 企画提案書（別紙様式３） 

・ 実施体制（別紙様式４） 

・ 実施体制協力事業所の概要（別紙様式５） 

・ 提案内容（別紙様式６または任意様式可） 

（２） 提出部数 

正本１部、副本１０部を提出してください。 

（３） 提出方法 

持参または郵送（書留郵便） 

（４） 提出先 

社会福祉法人暁会  石川 宛 

住所 ： 〒751-0887 山口県下関市大字小野 64番地の 1 

電話 ： ０８３－２５６－５３３６ 又は ０９０－５２６２－８１５５ 

（５） 提出期限 

    平成３０年６月１１日（月曜日）から平成３０年６月１５日（金曜日）１７時まで 

 

 10 事業者選定方法                               

（１） 審査基準 

下記項目を評価の要素として審査基準を定める予定です。各項目及び評価の主な視点に

留意してください。 

項目 評価の主な視点 

企画提案に関する評価 

業務内容の理解度 

建設費用削減、ライフサイクルコスト及び省エネルギー等の考え方 

業務の工程、手順の効率性 

課題に対する提案の的確性 

総合評価 
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（２） 選定方法 

   ① 提案公募型プロポーザル方式で行います。 

② 審査は、選定委員会による一次審査（書類審査）及び二次審査（プレゼン・ヒアリング）

により行います。 

③ プレゼン・ヒアリングは、応募書類に基づき事業計画案説明を行っていただきます。 

その後、選定委員から質疑を行います。 

（３） 事業者の選定 

事業者の選定は、一次審査及び二次審査の評価に基づき、選定委員会において選定しま

す。審査の結果、選定事業者なしとする場合があります。 

（４） 結果通知 

① 一次審査の結果は、全ての応募事業者に対し、通知します。その際に、一次審査通過事

業者に対しては、二次審査についての案内を通知いたします。 

② 最終結果は、全ての二次審査受審事業者に対し、文書で通知します。 

（５） 応募法人・選定事業者の公表 

    平成３０年７月中旬 
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 11 現地案内図                                  

所在地：杉並区天沼三丁目 19番 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 


