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国家公務員宿舎駒場住宅跡地における特別養護老人ホーム等 

整備運営事業者の公募に係る選定結果について 

１ 背景等 

区は、特別養護老人ホーム等の整備に向け、国と国家公務員宿舎駒場住宅跡地の活用に

ついて協議してきた。 

国は、令和３年３月に利用方針を策定し、敷地南側については、特別養護老人ホーム等

の整備用地として、区が公募により選定する整備運営事業者に対して、定期借地権による

貸付けを行うこととした。 

２ 主な経緯 

令和３年 ９月 事業者公募開始 

１１月末 事業提案書提出期限 

４年 １月 第一次審査（書類審査） 

２月 第二次審査（ヒアリング等）、推薦事業者の選定・決定 

３ 推薦事業者 

（１）法人名 社会福祉法人鵜
う

足津
た づ

福祉会 

（２）本部所在地 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁 53-11 

（３）事業実績 特別養護老人ホーム：３か所（香川県２か所、杉並区１か所（施設名：

マイルドハート高円寺（障害者施設との複合施設）） 

 
他、老人短期入所施設など高齢者施設：９施設、障害者支援施設など障

害者施設：１１施設、幼保連携型認定こども園：１施設 

４ 事業地 

目黒区駒場二丁目８４６番２８（地番） 

敷地面積 ２，９５０．０２㎡ 

５ 提案事業等の概要 

（１）施設概要 ・建物構造：鉄筋コンクリート造地下１階・地上４階建て（高さ 14.8ｍ） 

        ・延床面積：４６９４．４８㎡ 

（２）事業概要 

特別養護老人ホーム 

（ユニット型） 

・特養定員８４人、併設ショートステイ定員１２人 計９６人 

・防災拠点型地域交流スペース １９７．７７㎡ 

小規模多機能型居宅介護 登録定員２９人、通い１８人、宿泊９人、訪問 随時      

認知症対応型通所介護 定員１２人 

（３）平面図等 別紙のとおり（提案段階の内容であり、今後変更が生じることがある。） 

６ 応募の状況 

（１）応募事業者 １８事業者（内、４事業者辞退） 

（２）一次審査対象者 １４事業者 

（３）二次審査対象者  ５事業者 

生活福祉委員会資料 

令和４年２月２５日 

健康福祉部高齢福祉課 
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７ 選考結果（二次審査対象事業者） 

  別表１に記載のとおり 

８ 今後の予定 

  令和４年３月以降  事業者決定（国）、住民説明会 

  令和４年度     東京都補助協議開始 

  令和５年度     補助内示、国と定期借地権設定契約、工事着工 

  令和７年度     施設開設 

以   上 

（参考）目黒区特別養護老人ホーム等整備運営事業者選定委員会構成員 

委員長（学識経験者） 
淑徳大学コミュニティ政策学部学部長 教授 

鏡 諭 

副委員長（学識経験者） 

ＮＰＯ法人メイアイヘルプユー代表理事 

（元日本社会事業大学大学院教授） 

新津 ふみ子 

委員（経営及び財務に関する有識者） 

※財務評価のみを審査 

平岡公認会計士・税理士事務所 

公認会計士・税理士 平岡 健 

委員（地域福祉に関する有識者） 
目黒区民生児童委員協議会代表会長 

松﨑 ひろ子 

委員 目黒区企画経営部長 

委員 目黒区健康福祉部長 

委員 目黒区健康福祉部健康福祉計画課長 

 

【位置図】 
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別表１ 選考結果（二次審査対象事業者） 

 

１法人に関する事項

(74.2%) (88.3%) (72.5%) (65.0%) (69.2%)

２事業の安定性

(87.1%) (68.8%) (68.8%) (75.8%) (81.3%)

３事業運営（共通）

(73.3%) (72.8%) (68.9%) (70.6%) (61.7%)

４安全対策の確保

(65.0%) (73.3%) (70.0%) (65.0%) (70.0%)

５関係機関等との連携

(67.8%) (78.9%) (71.1%) (61.1%) (62.2%)

６地域との交流・連携

(72.4%) (81.0%) (75.7%) (62.9%) (72.4%)

７施設整備

(87.3%) (75.3%) (74.7%) (50.0%) (58.7%)

８近隣への配慮

(73.3%) (70.0%) (68.3%) (65.0%) (65.0%)

９事業運営（特別養護老人ホーム）

(72.9%) (77.4%) (78.3%) (73.8%) (66.0%)

10事業運営（小多機、看多機）

(74.3%) (72.4%) (62.9%) (74.3%) (68.1%)

11事業運営（認知症対応型通所介護）

(63.9%) (72.8%) (66.7%) (64.4%) (65.6%)

12その他（加点）

(8.3%) (25.0%) (14.2%) (19.2%) (4.2%)

(70.6%) (72.5%) (68.3%) (65.3%) (64.5%)

１ヒアリング及び質疑に関する事項

(83.3%) (72.0%) (64.0%) (62.7%) (58.7%)

２総合評価

(80.0%) (66.7%) (56.7%) (60.0%) (53.3%)

(82.6%) (70.8%) (62.3%) (62.1%) (57.4%)

(73.7%) (72.0%) (66.8%) (64.4%) (62.7%)

120131

325306

112 75

施設の運営管理、人材の確保、地域に開かれ
た施設、近隣への配慮

法人の実績、事業計画、ヒアリング内容等の
総合的判断

644

180

130 780

選定
事業者

評価項目（大項目、小項目）

115

20 120

30 180運営方針・理念、職員体制、サービス内容、
利用者の費用負担など

創意工夫、自由提案など

25 150

510 3,060

100 600

30

380 2,280

70 420

143156132152156

117117123126132

35 210

277310329

30 180

30 180

35 210

15 90
5664 55

120
89 106 87

61 71

131 113

111

88

施設建設に係る近隣への対応、施設建設及び
運営に関する配慮

運営方針・理念、職員体制、サービス内容、
利用者の費用負担など

運営方針・理念、職員体制、サービス内容、
利用者の費用負担など

配点 評価点

各委員 合計 Ａ Ｂ Ｃ

117

78

30 180

132 131 124 127

Ｄ

法人の理念・体制、運営実績

83

40 240

20

23 5

118116

財務状況、資金収支計画、人材確保策

情報公開、事故対応、衛生管理・感染症対
策、苦情解決

日中及び夜間の施設の安全対策、防災

行政・近隣施設・関係機関等との連携

地域に開かれた施設、地域との交流・連携

整備計画全般、建物配置

195182165165209

152132159170152

126117126132

144

352376384432500

1,610 1,652 1,558 1,488 1,471

第
一
次
審
査

第
二
次
審
査

第一次審査　計

第二次審査　計

合　計

　（評価点（　）内は得点率）

552 486 484 448

2,254 2,204 2,044 1,972 1,919

10 30 17

96108102120


















