
「生涯活躍のまち・つる」 
単独型居住プロジェクト募集概要 

旧雇用促進住宅 下谷宿舎 

高速バス停

都留インター

予定エリア

都留市立病院
介護老人保健施設つる

・富士急行線都留市駅まで徒歩１０分 
 （都留市駅からＪＲ大月駅まで電車で約１５分） 
・最寄りの路線バス停まで徒歩３分 
・中央道高速バス停まで徒歩２分 
・中央道都留ＩＣから車で１分 
・都留市立病院まで徒歩６分 
・最寄りのコンビニエンスストアまで徒歩１０分 
・最寄りのスーパーまで徒歩１０分 
・百円均一ショップまで徒歩８分 



基本方針 

 都留市が所有した「旧雇用促進住宅」の土地・建物を、公募により選定した事業者に賃貸借し、事業者

がサービス付き高齢者向け住宅として改修して事業を展開する。（※現入居者が退去しない可能性あり） 

 また、入居者や近隣住民の交流を促進してコミュニティ形成を図るため、市が整備予定の地域交流拠点と

なる施設を運営する。（外部委託も可）。 

項  目 内  容 ・ 考 え 方 

入 居 者 数 
 

雇用促進住宅40戸２棟の80戸を最大整備数とし、一戸あたり1.3人の入居を
想定し、100人程度の入居者数を想定する。 
 

事 業 期 間 
 

20年以上とする。 
 

施 設 改 修 事業者の責任で改修計画を立て実施する。 
 

施 設 運 営 事業者等が入居者募集を行い、入居に係る料金収受により運営を行う。 
 

利 用 料 金 料金設定は事業者提案とするが、様々な家賃の支払方法により、年金生活世帯
でも入居できる費用モデルとする。 

市 の 支 援 「（仮称）ガイドライン（認定制度）※」に即して事業運営を図ることを前提とし、
本市が講じる入居者の確保施策や施設整備等の財政的支援を受けることができ
る。 

そ の 他 の 機 能 地域に開かれた食堂等をはじめとする「地域交流拠点」を運営する。 

そ の 他 日常生活に不便をきたしている市内高齢者向けの一定の優先入居枠を設ける。
ただし、「生涯活躍のまち」構想の基本理念を十分に理解した上で入居希望の意
思が明確な者を入居の条件とする。 



１.概要 
 ・所 在 地：山梨県都留市つる五丁目１０－２ 
 ・用途地域：第１種住居地域 
 ・敷地面積：3797.99㎡ 
 ・建築年月：1971年（昭和46年）5月（築45年） 
 ・構造規模：鉄筋コンクリート造5階建て1477.48㎡×2棟（40戸×2棟） 
 ・主要間取：2Ｋ（6畳＋4.5畳） 33.06㎡ 

施設の現状 

外観 

内観 

２.建築物及び住戸の状況 

 <建物> ・外付け鉄骨ブレスにより耐震補強済 
        ・エレベーター設置なし 
 <室内>  ・設備機器の仕様が古く、室内に設備配管等がいくつも通されている 
              ・間取りはすべて2Ｋ 

３.現入居者の対応 

 ・10世帯が入居中（現在交渉中）。引き続き入居する場合は「市の住宅」として入居。 
 ・引き続き入居する入居者への対応としては、 
    ①2棟のうち1棟への転戸し、まずは1棟を改修する。 
    ②当該施設外へ一時転居したのち、市の指定する棟及び部屋に転戸 
  のいずれかにより、整備することを想定している。 
 ・どちらも転居費用については、市で負担する。 
 ・引き続きの入居者の部屋については、改修はしない。 



４.入居対象者 

   ・国や市の「生涯活躍のまち」構想の基本理念を理解し、入居希望の意思が明確な者とすること。 

    また、入居希望の意思が明確であれば、要介護状態にある高齢者についても、入居を拒むものではない。 

   ・入居者の年齢は、中高年齢期における早めの住み替えや、入居する地域での活躍を念頭に、50歳代以 

    上を中心としている。 

５.その他の現状 

   ・耐震診断・耐震補強の有無 

     平成１４年に２号棟、平成１６年に１号棟の耐震診断を実施。２棟ともＸ方向に耐震判定指標値 

    を下回った。これを受け、平成１９年に耐震補強工事を実施し耐震性を確保した。（耐震補強計算書あ 

    り） 

   ・汚水・雑排水の状況 

     前面道路まで公共下水が整備されているので、市において下水道宅内工事をする予定となっている。 

   ・アスベストの有無 

     重要事項説明書では、アスベストは検出されていない。ただし、アスベスト調査結果については、建物の一 

    部を調査したものであり、建物全体を調査していない。 

   ・土砂災害警戒区域等の指定 

     土砂災害警戒区域外となっている。 



６.改修のイメージ（構想段階） 

 ・各戸をバリアフリーのサービス付き高齢者向け住宅に改修 

 ・階段室側に共用廊下を作り、エレベーターを新設 

 ・入居者が気軽に情報収集や交流が図れるよう、各居室や共用スペースにインターネットの環境整備 

 ・内部仕上げ、間仕切りも全面撤去の上、改修 

 ・スプリンクラー整備が望ましい。 

 ・1棟ごとの段階整備・運営開始時期等様々な事業者の提案を受け付けます。 

 
地域交流拠点施設増設（市） 

※内装は事業者 

エレベーター 
共用廊下増設 
（事業者） 

各戸サ高住として改装 
（事業者） 

 なお、事業化においては、共用部の新設位置や形状については、車路や利用者の流れ等を考慮して、
東側または西側に計画するか検討を行う。 

■南東側鳥瞰図 



 

■西側鳥瞰図 

注）地域交流拠点（共有部）については、地域交流
を行うためのスペースを確保することを前提とした上で、付
随する機能（食堂、介護事業所などを想定）について
は、事業者の提案に基づくものとする予定である。 

■イメージ 



７.概算建設コスト 
 平成27年版建築着工統計調査では山梨県の鉄骨造は20.6万円/㎡となっているため、多少建設費の
上昇分を考慮して21.0万円/㎡としました。また、全面解体費は2.0万円/㎡、内装撤去費（設備配管撤
去費込）は0.8万円/㎡程度としました。 
 これに以下の住居系建物の建設コスト構成を踏まえて算出を行っています。 

・建築工事費      60.0％ 
   躯体工事費 36.0％ 
   内装工事費 18.0％ 
   設備機器等  6.0％ 
・外構工事費          1.5％ 
・電気設備工事費    7.5％   
・給排水設備工事費     8.5％ 
・空調換気設備工事費  2.5％ 
・ELV 設備工事費        0.5％ 
・共通仮設費              6.5％ 
・現場管理費              6.0％ 
・一般管理費              7.0％   
             計100.0% 

○住戸改装部分
33.06㎡×80戸＝2,650㎡
内装撤去費+内装工事費+ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ等+設備工事費
2,650㎡×（0.8+210.0×（0.18+0.06+0.185））

257,713千円

○新築部分
274㎡
建築工事費＋設備工事費
274㎡×210千円×（0.6+0.185）

45,169千円

○屋外通路
1,140㎡
躯体工事費＋電気設備費
1,140㎡×210千円×（0.36+0.075）

104,139千円

○階段撤去
182㎡
全面解体費
182㎡×20千円

3,640千円

○エレベーター １台8,000千円×２台 16,000千円

○造園整備費
3,241㎡
外構工事費
3,241㎡×210千円×0.015

10,209千円

436,870千円

　◇設計監理料 建設費の８％ 34,950千円

　◇家具備品費 10,000千円

○その他経費 建設費の10％ 43,687千円

525,506千円合計

建設費

（注） 
「新築部分」（地域交流拠点）について、
市が地方創生の交付金（地方創生拠点
整備交付金）を申請して認定されれば、
新築部分の構造部分を市が整備します。 



事業者（事業実施主体）の役割 

１.事業者の参加要件 

 元気な高齢者を対象とするため、特定施設入居者生活介護の指定は自由。住所地特例を適用させるため

有料老人ホームの届け出は必須とします。 

２.事業範囲 
 事業者の事業範囲については、以下の業務を想定しています。 

改修業務 
改修準備 
改修設計 
改修工事（地域交流拠点施設の内装整備含む） 

維持管理業務 施設維持管理 

運営業務 
サービス付き高齢者向け住宅の施設運営 
地域交流拠点施設の運営（注１・２） 

注１：地域交流拠点施設は市が構造部分を建築する予定であり、指定管理者制度等を活用し 

    て事業者が内装整備及び運営を行います。 
注２：地域交流拠点施設の運営は、サ高住事業者自身が行うことや外部委託とすること、あるい 
    は全く別の事業者が行うこととしても構いません。 



単独型居住
プロジェクト居住者
（下谷地区サ高住）

地域交流拠点
・食堂
・多目的スペース
・研修室
・事務室
・介護事業所
・テナントスペース etc.

近隣自治会

・高齢者居場所づくり
の拠点として活用
・自治会館機能

一般市民

・食堂での食事

・イベント参加

生涯学習機関
（市・大学・公民館）

・生涯学習プログラム
の実施

・研究フィールド拠点

地域の子育てサークル

・交流拠点として活用

サービス付き高齢者向け住宅と地域交流拠点が融合した多世代交流と地域活性化

赤枠内が計画する「地域交流拠点施設」

地方創生拠点整備交付金を
活用予定

☆単独型居住プロジェクト 地域交流拠点の機能（案） 



３.運営基本理念 
 事業者には、必要なサービスの提供として、以下の内容が求められます。 
  ♦入居者の日常生活・医療・介護等のケア・地域交流など生活に係るサービス全般の管理・調整・プログラム 
    検討及び具体的なサービスの提供 
  ♦新たな入居者を継続的に確保できる魅力づくりや仕組みづくり 
  ♦入居者と地域住民との交流や協働が行われるコミュニティづくり 
  ♦継続的な事業に向けた収益構造の把握と安定的な収益確保に向けたイニシャルコスト（初期費用）及び 
    ランニングコスト（維持費用）を減らす工夫 
  ♦入居者の年齢構成に偏りの生じないよう、入居者を選定する等の工夫 など 

４.（仮称）「生涯活躍のまち・つる」ガイドライン 
  ♦目的：「生涯活躍のまち・つる」の継続性を担保するため、高齢者居住施設の運営の品質確保を目的に、 
        事業者が満たすべきサービス水準や安定的な経営基準となる指針を示し、それに合致する施設を市 
        が認証する。 
  ♦内容（案） ・希望に応じた移住・入居に関すること。 
             （例）健康な段階からの入居。お試し居住や二地域居住などによる移住支援。 
            ・健康でアクティブな生活の実現に関すること。 
             （例）地域コーディネーターを配置し、目標志向型の生涯活躍プランを作成。 
            ・地域社会（多世代）との協働促進に関すること。 
             （例）「地域交流拠点」を運営。入居者の自治組織を設置 
            ・「継続的なケア」の確保に関すること。 
             （例）地域の医療・介護サービス提供機関との連携。 
            ・透明性が高い運営と安定した経営に関すること。 
             （例）事業内容や入居者の状態をディスクロージャー。入居者の年齢バランスに配慮。 
            ・高齢者に優しい居住環境に関すること。 
             （例）専用部分の床面積が25㎡以上で台所、水洗トイレ、浴室、インターネット回線等を 
                  備える「サ高住」を基本。 
            ・住所地特例の適用を受けるため有料老人ホームとして届出。 



入居者確保 

 ○市の移住者確保拠点 
   東京圏に移住の希望や相談に対応する「生涯活躍のまち移住促進センター」にブースを開設。市内に 
    は「都留市移住・定住相談センター」を設置し、移住者のニーズや意向を詳細に把握する体制の整備。 
 ○移住相談 
   有楽町にある「やまなし暮らし支援センター」への移住イベントへの出展や、個別相談会、日帰り体験ツ 
  アー（つる知るツアー）、また、「都留市 移住・定住相談センター」でのお試し居住では、1泊２日無料で 
  滞在していただき、住環境や地域住民との交流などを体験する中で、移住へのイメージづくりとして活用。 
 ○移住希望者名簿 
   現在までに本市への移住を希望する約５００名の方の名簿を確保（ただし、AからDまでのランクあ 
  り）。 

入居者確保は事業者の責務としますが、市は事業者とともに移住者を積極的に確保することとします。
（ＰＲ活動・情報共有など） 

都留市 平成27年10月開設 

都留市移住・定住 
相談センター 
 
都留市上谷1-2-3 
 
月～金 開館 
8：30～17：15 
 
※この施設を活用して、 
 お試し居住も実施中 移住元と移住先を 

ホットラインで直結 

生涯活躍のまち 
移住促進センター 
 
東京都中央区八重洲 
1-5-15 田中八重洲ビル 
５F 
 
火～土 開館 
10：00～17：30 

都心 平成27年10月開設 



事業者への支援策等 

１.国の補助（サービス付き高齢者向け住宅整備事業による補助金） 
       ①既存ストック型サ高住改修 費用の1/3（補助限度額150万円/ 戸） 

       ②エレベーター設置  費用の2/3（補助限度額1,000万円/基） 
  

２.市の補助（検討中） 
       ①土地借料の減額  

       ②固定資産税の減免（支援金5年間交付） 
  

３.（仮称）生涯活躍のまち・つる推進センターの設置 
     ♦目的 

       「生涯活躍のまち・つる」を推進するための市の機関として設置し、「生涯活躍のまち・つる」の全体をマネジ 
      メントし、継続的な質の向上を確保する。 
     ♦事業内容（案） 
       「生涯活躍のまち・つる」に関する・・・ 
         質の向上／施設、設備及び人材の提供／移住定住の促進／研修・人材育成 
         情報の収集・提供及び相談／啓発活動・調査研究／各主体の連携及び交流の促進 
     ♦運営 
       当面は、市の機関として直営で運営するが、地域再生推進法人として指定する事業者（まちづくり会社 
       等）に委託することも想定。 
 

４.その他 
     ・ 地域コーディネーターについては、運営開始から当面の間は、生涯活躍のまち・つる推進センターからの派 
       遣を受けることも可とします。 



単独型居住プロジェクトスケジュール（予定） 

年月 都留市 事業候補者 

H29.2～ 事前登録期間開始 
 

エントリー 

H29.3 
 

登録期間〆切 

Ｈ29.4～ 選定審査開始 
 

提案書提出 

Ｈ29.5 
 

選定審査終了 
事業候補者決定 

Ｈ29.6～ 設計開始 
 

Ｈ29.12～ サ高住工事着手（※） 
 

Ｈ30.8 サ高住工事終了（※） 
 

Ｈ30.9～ 入所開始（※） 
 

※事業者の提案による。 


