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補助金の交付の申請をするに当たって 

 

○ この応募・交付申請要領（以下「申請要領」という。）は、平成 28年度東京都まち

づくり等貢献型サービス付き高齢者向け住宅整備事業（以下「本事業」という。）を

対象とするものであり、当該事業補助金交付要綱に基づく手続を具体的に示したもの

です。 

○ 事業着手（工事請負契約の締結）する前に、申請要領に従って、補助金の交付決定を

受けなければなりません。交付決定前に事業着手した場合には、補助金は交付されま

せんので御注意ください。 

○ 平成 28 年度中に事業着手に至らないものについては、交付決定が無効になりますの

で御注意ください。 

○ 国サービス付き高齢者向け住宅整備事業を除く、国の補助金や地方公共団体の補助金

を受ける諸経費は、補助の対象となりません。 

○ 本事業は、予算の範囲内で整備費の一部を補助し支援するものであり、申請額を全て

補助するものではありません。 

○ 本事業の応募・交付申請前に、建設予定地の区市町村によっては、当該区市町村が定

める「都住宅補助に係る区市町村別基準」に係る審査依頼を都に対し行う必要があり

ます。 

○ 応募・交付申請を都が受領してから交付決定するまでに、おおむね２～３週間を要す

ることを考慮した上で、事業計画を立ててください。 

○ 補助対象事業の内容を変更する場合は、必ず事前に都の承認を得ることが必要です。

承認を得ないで事業内容を変更した場合は、交付決定の全部又は一部が取り消される

場合がありますのでご注意ください。  
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B       補助金の応募・交付申請フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募・交付申請者 

① 都に対する「都住宅補助に係る区市町村別

基準」に係る審査依頼 

 ＊区市町村によっては、都に対する審査依頼が不要、

又は応募・交付申請が認められない場合があります。 

＊計画地の「都住宅補助に係る区市町村別基準」によ

っては、以下の②及び③と並行して手続を行える場

合があります。 

＊国土交通省が実施するサービス付き高齢者向け住宅

整備事業に係る区市町村への意見聴取申請を同時に

行ってください。 

② 高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢

者向け住宅の登録手続 

③ 国土交通省が実施するサービス付き高齢者

向け住宅整備事業の補助金交付申請 

④ 応募・交付申請（国サービス付き高齢者向け

住宅整備事業の補助金交付決定後に応募・交

付申請してください。） 

⑤ 補助対象事業の着手（補助金の交付決定を受

けた年度内に着手してください。） 

⑦ 補助対象事業の完了 

⑥ 複数年度にわたる事業の場合、各年度末に手続きが必要です。 

・「都住宅補助に係る区市

町村別基準」に係る書類

審査及び審査結果通知 

東 京 都 

⑧ 完了実績報告書の提出 

・応募・交付申請書類 

審査及び交付決定通知 

・完了実績報告書類審査 

及び現地検査 

・補助金の額の確定通知 

・補助金交付 
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1 事業の趣旨 

本事業は、地域包括ケアの考え方を踏まえ、地域住民やまちづくり等へ貢献するととも

に、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる住まいの確保を図ることを目的

とし、国が募集するサービス付き高齢者向け住宅整備事業（以下「国サービス付き高

齢者向け住宅整備事業」という。）の補助を受けて整備を行う事業のうち「2 事業内

容」以下の事業の要件を備える者に対し、国の補助に加えて、予算の範囲内において

都独自の補助を行うものです。 

1B            2 事業内容 

2.1 事業の名称 

東京都まちづくり等貢献型サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

2.2 応募・交付申請者 

補助金の応募・交付申請をしようとする者（以下「応募・交付申請者」という。）

は、サービス付き高齢者向け住宅の建築主に限られます。原則として、応募・交付申

請後に応募・交付申請者を変更することはできません。 

なお、応募・交付申請の際には、応募・交付申請者に加えて、住宅の賃貸人（サー

ビス付き高齢者向け住宅事業の登録申請を行った者）の記名・押印が必要となります。

押印する際は、国サービス付き高齢者向け住宅整備事業の応募・交付申請時に使用し

たものと同一の印を使用してください。 

 

2.3 事業の要件 

本事業は、補助申請額に応じて次の（１）から（５）までの要件を満たす必要が

あります。 

 

（１）基本額を申請する場合 

次の ア から クまでの全ての要件を満たす必要があります。 

 

ア 都は、地域包括ケアの考え方を踏まえ、区市町村の地域特性を本事業に適

切に反映し地域のまちづくり等に貢献できるよう、以下の①から③までの区

分を設けています。①の区分の区市町村においては、応募・交付申請前に、

都に対し区市町村が定める「都住宅補助に係る区市町村別基準」に係る審査

依頼を行う必要があります。 
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① 区市町村が、「東京都サービス付き高齢者向け住宅の補助に際し区市町

村が事業者に求める基準の策定に係る指針」を参考とし「都住宅補助に係

る区市町村別基準」を定めている場合又は木密事業等に係る協定（9ページ

参照）を応募・交付申請者と締結する場合 

 

応募・交付申請者は、都に対して、区市町村の関与手続に係る審査依頼書

（様式 1）に加え、18ページ「4.4提出書類」に記載の書類を提出してくだ

さい。木密事業等に係る協定を締結している場合は協定書の写しを提出する

ことでこれに替えることができます。 

審査依頼後、区市町村への照合回答等を踏まえ審査結果を応募・交付申請

者へ通知します。 

都は「都住宅補助に係る区市町村別基準」の履行状況を確認するため、応

募・交付申請者に事業内容の報告を求める場合があります。さらに、区市町

村との協議の上、事業内容が当該基準に適合しないことが明らかになった場

合は、応募・交付申請者の名称やその内容を公表する場合がありますので、

当該基準の内容を十分理解し遵守するようにしてください。 

 

② 区市町村が、関与手続を不要としている場合 

 

都に対する「都住宅補助に係る区市町村別基準」に係る審査依頼は不要です。 

 

③ 区市町村が、本事業による補助金交付を認めない場合 

 

原則として、本事業の応募・交付申請はできません。 

 

※ 上記の区分等の内容は、本事業のホームページに掲載しています。ホーム

ページのアドレスは本要領の 17ページを御覧ください。 

     なお、平成 27年度に上記の手続を実施済みであり、当初から計画変更が

ない事業は手続を省略できる場合があります。別途御相談ください。 

 

イ 都内で高齢者住まい法にもとづくサービス付き高齢者向け住宅の登録がさ

れた住宅であること。 

 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13年法律第 26号）第 5条第 1

項に規定されるサービス付き高齢者向け住宅として、10 年以上登録するもの

が対象です。また、申請前に登録が完了している必要があります。 
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ウ  国サ－ビス付き高齢者向け住宅整備事業の補助金交付を受けていること。   

 

国サービス付き高齢者向け住宅整備事業の応募・交付申請要件を全て満たし

ていることが必要です。 

エ 地域密着型サービス事業所等と協定により連携すること。 

 

応募・交付申請者は、サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者（以下「住

宅事業者」という。）並びに当該住宅と地域密着型サービス事業所等と協定に

より連携する必要があります。 

このことは、応募・交付申請者、住宅事業者、連携する地域密着型サービス

事業所等が、連携協定を締結することで担保していただきます。  

各事業所との連携は、10年以上継続する必要があり、これに反した場合は、

補助金返還の対象となることに留意してください。 

      連携協定の締結に当たっては、地域密着型サービス事業所等との連携協定書

（以下「連携協定書」という。）の様式例を参考にしてください。 

      応募・交付申請者は、応募交付申請時に、地域密着型サービス事業所等との

連携協定書の写し（案を含む。）、連携内容説明書（様式９）、連携事業所の

事業所指定通知書の写し、診療所開設届の写し等を都へ提出してください。 

  

  オ エで連携する地域密着型サービス事業所等が、次の①から③までの要件を

満たしていること。  

   

① 建設予定地の半径６㎞程度以内に位置している医療サービス事業所及び、

地域密着型サービス事業所又は介護サービス事業所と連携すること。 

 

○ 地域密着型サービス事業所（介護予防を含む。サービス付き高齢者向け

住宅の建設予定地と同一区市町村の区域内にあるものに限る。） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・夜間対応型訪問介護事業所 

・地域密着型通所介護事業所 

・認知症対応型通所介護事業所 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・認知症対応型共同生活介護事業所 

・地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 
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○ 医療サービス事業所 

・病院 

・診療所 

・訪問看護ステーション 

・その他都が認める事業所 

 

○介護サービス事業所 

・訪問介護事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・訪問リハビリテーション事業所 

・居宅療養管理指導事業所 

・特定施設入居者生活介護事業所 

・福祉用具貸与事業所 

・特定福祉用具販売事業所 

・通所介護事業所 

・通所リハビリテーション事業所 

・短期入所生活介護事業所 

・短期入所療養介護事業所 

・介護予防 訪問介護事業所 

・介護予防 訪問入浴介護事業所 

・介護予防 訪問看護ステーション 

・介護予防 訪問リハビリテーション事業所 

・介護予防 居宅療養管理指導事務所 

・介護予防 特定施設入居者生活介護事業所 

・介護予防 福祉用具貸与事業所 

・特定介護予防 福祉用具販売事業所 

・介護予防 通所介護事業所 

・介護予防 通所リハビリテーション事業所 

・介護予防 短期入所生活介護事業所 

・介護予防 短期入所療養介護事業所 

・その他都が認める事業所 

 

② 新設する地域密着型サービス事業所等は、それぞれ関係法令による設備

基準等を満たし、開設及び事業者の指定の見込みがあること。 

 

③ 既に開設及び事業所の指定を受けている場合は、医療法、介護保険法等

の関係法令に基づく以下のアからエまでの行政処分を受けていないこと。 
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ア 医療サービス事業所においては、医療法に基づく人員増員の命令、業

務の全部又は一部の停止の命令、事業所の全部又は一部の使用制限、禁

止、修繕等の命令、開設許可の取消し及び閉鎖命令等の処分 

イ 医療サービス事業所（医療法第 8条の届出をして開設した診療所で診

療に従事する医師が 1名の場合に限る。）においては、上記アに加えて、

医師法に基づく 3年以内の医業の停止及び免許の取消し等の処分 

ウ 介護サービス事業所においては、介護保険法に基づく指定取消し及び

指定の全部又は一部の効力停止等の処分 

エ 健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護を行う事業所においては、

健康保険法に基づく指定取消し等の処分 

 

カ  応募・交付申請時に、不動産鑑定評価基準に準じた市場家賃調査を不動産鑑

定士に依頼の上、行うこと。 

また、登録期間終了までの期間中２年に１度市場家賃調査を行うこと。サービ

ス付き高齢者向け住宅の家賃は、当該調査により得られた当該住宅の適正家

賃を上限とすること。 

 

・「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範

囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン（国土交通省 

平成 26年 5月 1日一部改正）」を参考にしてください。 

・応募交付申請者等が所属する企業等の不動産鑑定士が調査することも可能

です。 

・応募・交付申請後に家賃を上げる際は、不動産鑑定士に依頼の上市場家賃

調査を再度実施し、都へ報告することが必要です。 

・登録期間終了までの期間において２年に１度行う市場家賃調査は、不動産

鑑定士によらない簡易な調査でも可能とします。 

キ  関係法令及び条例等に適合していること。 

ク  応募・交付申請者が以下の①から④までのいずれにも該当しないこと。  

 

①  過去 5年間に重大な法令違反がある者                    

②  税を滞納している者 

③  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）第 5条に規定される観察処分を受けている団体、又は当該団体の役

職員若しくは構成員 

④  高齢者の居住の安定確保に関する法律第 8条第１項各号のいずれかに該

当する者 
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（２）地域密着型サービス事業所併設加算補助を申請する場合 

サービス付き高齢者向け住宅に（１）のオに掲げる地域密着型サービス事業所

を併設すること。  

 

（３）入居者及び地域住民の共用リビング併設加算補助を申請する場合 

（２）の要件を満たすとともに、サービス付き高齢者向け住宅に当該住宅の入

居者と地域住民のための共用リビング＊を併設すること。 

＊ 共用リビング 

当該住宅の入居者及び併設する地域密着型サービス事業所の利用定員を総合的

に勘案し機能を十分に発揮しうる規模としてください。 

なお、本共用リビングは、サービス付き高齢者向け住宅の入居者の共同利用部

分として登録された区画と明確に区分されていることが必要です。 

 

応募・交付申請者は、共用リビングについて、想定される利用目的や人数、対

象及びそれらに対して適切な規模、配置及び構造であることに関して補助金交付

申請時に説明書（様式任意）を提出してください。 

 

（４）夫婦世帯入居支援加算補助を申請する場合 

 夫婦等の世帯の入居を支援するため、生活の利便性を高める工夫として居住部

分の床面積が 40㎡以上の住戸数に応じ、共用部分に収納スペース＊（戸当たり 3

㎡程度）を整備すること。 

 

＊ 収納スペース 

・物置等の設置は収納スペースとみなしません。 

・各住戸の賃貸借契約等に含まれる収納スペースは対象ではありません。 

 

（例）サービス付き高齢者向け住宅の住戸を全体で 35戸建設 

・居住部分の床面積 25㎡の住戸   30戸 

・居住部分の床面積  50㎡の住戸   5戸 

・共用部の収納スペース      50㎡の住戸 5戸のうち 3戸分相当 

パターン① ：3㎡程度の納戸を 3か所整備 

    又は 

パターン② ：9㎡程度の納戸を１か所整備 
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（５）木密事業等推進加算補助を申請する場合 

木密事業等の推進に寄与するため、木密事業等を実施する区市町村と協議し、

次に掲げる事項のうち、１及び２を含む協定（以下「木密事業等に係る協定」と

いう。）を締結し、当該区市町村においてサービス付き高齢者向け住宅を整備す

ること。 

 

１ 木密事業等の実施により移転が必要となる従前居住者のための優先入居に

係ること。 

２ 都住宅補助に係る区市町村別基準に係ること。 

３ １に掲げる従前居住者の移転に係る負担軽減に関すること。 

４ 木密事業等の目的に資する設備等の整備に係ること。 

５ その他区市町村との協議により定める事項 

 

＊ 木密事業等 

・東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱（平成 18年 3月 31日 17都市整防

第 809号）に基づく防災密集地域総合整備事業 

・東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱（平成 25年 3月 29日 24都市整防第

598号）に基づく不燃化推進特定整備事業 

・木密地域不燃化 10年プロジェクト実施方針（平成 24年 1月）に基づき指定

された特定整備路線を整備する事業 

 

応募・交付申請者は、区市町村と直接協議の上締結された協定書の写しを都

へ提出してください。 
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2.4 補助額 2  

補助金の額は次に掲げる基本額及び各加算とします。新築・改修等が混在する場

合は、それぞれの部分ごとに、次の(1)から(5) までのいずれかに該当する項目に定

める方法により算出した補助金の額の合計額となります。事業が複数年度にわたる

場合は、事業完了年度に一括して補助金を支払います。 

 

（１）基本額 

 

ア 新規に建設する場合 

サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の建設に係る費用の  

1／10 以内の額。（ただし、当該住宅の戸数に 120 万円を乗じた額を限度と

します。） 

※ 東京都医療・介護連携型サービス付き高齢者向け住宅事業補助金交付

要綱に規定する補助事業（以下「医療・介護連携型サ付き住宅事業」と

いう。）により補助を受ける場合は、住宅の建設等に係る費用から医療・

介護連携型サ付き住宅事業の補助対象となる費用を除きます。 

 

「高齢者生活支援施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して、

高齢者の生活を支援するため、情報提供、生活相談、食事サービス、介護関連サ

ービス、診療・訪問看護等を提供するための施設（地域に開放するものを含む。）

です。 
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イ 既存ストックを活用する場合       

ⅰ） サービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設の改修に係る費用

の 1／3以内の額。増築を行う部分については、サービス付き高齢者向け

住宅及び高齢者生活支援施設の建設に係る費用の 1／10以内の額。（ただ

し、当該住宅の戸数に 150 万円を乗じた額を限度とします。） 

 

※ 住宅の改修は以下の①及び②に限ります。 

①住宅の共用部分に係る工事（原則として各戸に設置することが必要な台

所、収納設備又は浴室を共同利用する場合は、その共同利用設備は補助対

象外です。） 

①加齢対応構造等（加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に

対応した構造・設備）の改修に係る工事、並びに用途変更に伴い法令等に

適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る設置・改修工事 

（例）・車いすで容易に移動するために幅員を拡張する工事 

・段差を解消する工事 

・高齢者住まい法上必要な台所や収納設備等の住宅設備の設置工事 

・高齢者住まい法上必要な段差解消に伴う内装工事 

・建築基準法上必要な防火上主要な間仕切壁の設置工事 

・消防法上必要なスプリンクラー設置工事  等 

ⅱ） エレベーターの設置に係る費用の 1／3 以内の額（ただし、エレベータ

ーの基数に 500 万円を乗じた額を限度とします。） 

※ 改修を目的とした住宅等の取得に要する費用は、補助対象外です。 

※ 医療・介護連携型サ付き住宅事業により補助を受ける場合は、住宅の改修等

に係る費用から医療・介護連携型サ付き住宅事業の補助対象となる費用を除

くこととします。 

※ 家具・家電・カーテンなど、建物側ではなく、入居者・建物利用者による設

置が妥当あるいは一般の賃貸住宅での慣習となっている用品は補助対象外

です。 

（例えば、業務用厨房における厨房機器、家具、家電製品 等） 

 

（２）地域密着型サービス事業所併設加算 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数に 20 万円を乗じた額 

 

（３）入居者及び地域住民の共用リビング併設加算 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数に 10 万円を乗じた額 
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（４）夫婦世帯入居支援加算 

サービス付き高齢者向け住宅の住戸の床面積が 40 平方メートル以上で、かつ、

共用部分に収納スペースを有する住戸の数に 20 万円を乗じた額 

 

（５）木密事業等推進加算 

区市町村との協定により定めた優先入居に係るサービス付き高齢者向け住宅

の戸数に 20 万円を乗じた額 

72.5 補助の期間 

 

補助金の交付を受けることができる事業は、平成 28 年度中に事業に着手（工事請負

契約を締結）するものを対象とします。応募・交付申請された事業のうち、平成 28

年度中に着手に至らないものについては、交付決定が無効になります。 

なお、交付決定後に事業者の都合で補助対象事業の期間を変更した場合には、交付

決定通知書で示された補助金の額が全て支払われない場合があります。補助対象事業

の期間が変更となる場合には、必ず「X3.2X補助対象事業の計画変更」Xを参照して、必

要な手続を行ってください。 

 本補助対象事業の事業期間が複数年度にわたる場合には、全体設計承認申請の手続

きが必要になります。初年度の補助金の応募・交付申請時に、当該建設工事に係る補

助対象事業費の総額及び完了の予定期日等について「全体設計承認申請書（様式 8）」

を都に提出してください。 

 

3 事業の実施手続 

3.1補助対象事業の応募・交付申請 

 

 国サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助金交付決定後に、本事業に応募・交

付申請してください。 

補助対象事業が複数年度にわたる場合には、応募・交付申請と同時に全体設計承認

申請書を提出してください。 

なお、補助対象年度が複数年度にわたる場合は、各年度の年度末に、手続が必要に

なります。該当事業者へは都から連絡します。 
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3.2 補助対象事業の計画変更 

 

本事業の補助金交付決定通知書を受領し、事業を行う者（以下「補助対象事業者」

という。）は、やむを得ない事由により、次の(1)又は(2)に掲げる行為をしようとす

る場合には、あらかじめ都の承認を得る必要があります。 

(1)補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の変更 

（補助金の額に変更を生じない事業内容の変更のうち、都が承認を要しないと認める

ものを除く。） 

(2)補助対象事業の廃止 

やむを得ない事情により、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助

対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに都に報告し、その指示に従ってく

ださい。 

必要な手続を行わず、予定していた内容に変更があり、交付決定された事業と異な

るものとなったと判断されたものについては、補助対象となりませんので注意してく

ださい。 

また、既に補助金が交付されている場合には、当該補助金の返還を求めることがあ

りますので注意してください。 

3.3 完了実績報告 

 

補助対象事業は、交付決定通知日以降に始まり、交付決定を受けた補助対象事業が

完了し（国サービス付き高齢者向け住宅整備事業の額の確定がなされ、その他の要件

を全て満たすこと。）、交付すべき補助金の額の最終的な決定（「額の確定」という。）

とその交付があって終わります。補助対象事業者は交付決定を受けた補助対象事業が

完了したときは、遅滞なく完了実績報告書を都に提出する必要があります。完了実績

報告書に記載する金額は 1,000 円未満を切り捨ててください。金額の端数処理につい

ては、国サービス付き高齢者向け住宅整備事業と同様の処理方法です。 

都の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等に基づき、都が補助金交付要件に適

合すると認めたとき、都は当該補助金の額を確定し、補助対象事業者に補助金の額の

確定通知書を送付するとともに、補助金の支払い手続を行います。 

交付決定の際には、補助対象の概要のみを審査し、補助金の額の上限を示します。

完了実績報告の段階で補助対象の具体的な審査を行うことになりますので、審査の結

果、補助金の額が交付決定通知書に記載された補助金交付決定額を下回る場合があり

ます。 

完了実績報告時には、18ページ「4.4提出書類」に記載された書類の提出が必要で

す。これらの書類に不備がある場合、重ねての説明や資料提出、現地確認などを求め

る場合があります。 

完了実績報告書は、補助対象事業の完了の日から 1か月を経過した日又は補助

対象事業の完了する日の属する会計年度（4月 1日から翌年の 3月 31日まで）の

末日のいずれか早い日までに都へ提出してください。 
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3.4 補助金の支払い 

 

補助金の額を確定した後、都から補助対象事業者に補助金が支払われます。本事業の

補助金は、補助対象事業が実施されたことを確認した後に支払います。 

(1)支払時期 

所定の期日までに完了実績報告書が提出された補助対象事業者に対し、補助金の額の

確定からおおむね 1 か月後に、補助金が支払われる予定です。（事業の進捗状況、事務

手続上の都合等により多少の遅れが生じる場合もありますので御了承下さい。） 

(2)振込先 

補助金は、登録した口座に振り込まれます。ただし、登録できる口座はサービス付き

高齢者向け住宅等の建築主のものに限られます。 

＊ 請求書は、完了実績報告書の提出時に添付してください。ただし、完了実績に対す

る審査により補助額が変更される場合に、都から連絡の上、額を変更した請求書を再

提出していただく場合があります。 

3.5 補助対象事業実施中及び補助対象事業完了後の留意点 

(1)補助対象事業に要する経費の変更 

    補助金交付決定後、事業内容、総事業費、補助対象額及び補助額に変更が生じる場

合はあらかじめ都へ連絡してください。   

(2)応募・交付申請の撤回 

応募・交付申請者は、交付決定通知書を受領後、諸事情により応募・交付申請を撤

回する場合には、所定の手続が必要となりますので、都に御相談ください。 

(3)交付決定の取消し、補助金の返還及び罰則等 

補助金の交付に際して付す条件及び関係規程に反する行為がされた場合には、次の

措置が講じられることがあります。 

① 東京都まちづくり等貢献型サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金交付要

綱第 16の規定による交付決定の取消し 

② 東京都補助金等交付規則第 18条の規定による交付決定の取消し 
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(4)事業完了後に補助対象事業を実施したサービス付き高齢者向け住宅等を譲渡する場

合の取扱い 

 事業完了後に、補助対象事業者から当該住宅等の譲渡を受ける者は、本補助対象事

業の応募・交付申請要件をすべて満たし、連携する地域密着型サービス事業所等との

連携協定を改めて締結することが必要です。こうしたケースは事前に都に御相談くだ

さい。本補助対象事業の要件を遵守せずに譲渡がなされた場合には、補助対象事業者

に対し補助金の返還を求めることがあります。 

 

(5)事業完了後に会社再編に伴う補助対象事業の承継を行う場合の取扱い 

事業完了後に、相続、合併または分割等（補助対象事業を承継する場合に限る）に

伴い、補助対象事業に係る権利義務の承継又は移転が発生する場合は、都にご相談く

ださい。 

 

(6)補助対象事業実施に当たっての経理処理 

補助対象事業の経費計上については、基本原則となる次の項目を遵守して、適正な

経理処理を心掛けてください。 

 

≪当補助対象事業の経理処理原則≫ 

(1) 経費計上は、当該事業に直接必要なものに限ります。 

補助対象事業の目的に合致しないものはもちろんのこと、補助対象事業に直接用

いたことを特定することができない事務用品等についても計上することができませ

ん。 

(2) 経費計上は、補助対象事業期間中に発生したものが対象です。 

(3) 当該事業費は、他の事業費と混同して使用しないでください。 

補助対象となった事業がどの部分であるか明示することができるよう経理を明 

確にしてください。 

※ 上記のほか、関係法令に則した適正な処理を心掛けてください。 

※ 支出内容を証明する書類として、補助対象事業者の経理処理において通常用いてい

る発注、納品、検収、請求、支払を確認することができる書類を備えておいてくださ

い。 

(7)実績の報告及びアンケート・ヒアリング等への協力 

補助対象事業者には、補助対象事業の実施後少なくとも 10 年間程度、補助要件へ

の適合性、サービス付き高齢者向け住宅の利用状況等の経過についての定期的な報告
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をしていただくとともに、必要に応じて個別に報告を求めることとしています。その

ため、事業完了後の事務担当者を完了実績報告時に登録してください。 

また、26B高齢者等の居住の安定確保に関する調査・評価のために、事後のアンケート

やヒアリングを依頼することがあります。 

(8) 財務監査及び検査に伴う資料請求等 

  補助対象事業が都の財務監査等の対象となった場合又は高齢者の居住の安定確保

に関する法律第 24 条に基づく検査時においては、関係資料の提出や現地検査が行わ

れることとなりますので、補助金の適正な執行及び補助対象事業に関する書類（委託

等に係る契約関係書類、請求書及び領収書等の経理処理関係書類を含む。）の整理・

保存に十分留意してください。 

(9) 情報の取扱い等 

・ 補助対象事業等の公表について 

普及促進を目的に広く補助対象事業の成果について紹介するため、シンポジウム、

パンフレット、ホームページ等において、事業の内容・報告された内容に関する情報

を用いることがあります。 

 

・ 個人情報の利用目的 

取得した個人情報については、応募・交付申請等に係る事務処理に用いる他、セミ

ナー・シンポジウム・アンケート等の調査について用いることがあります。 

また、同一の応募・交付申請に対し、国サービス付き高齢者向け住宅整備事業を除

く国からの補助金又は地方公共団体等からの補助金を受けていないかを調査するため

に用いることがあります。 

(10) その他 

申請要領によるほか、補助金の交付等に関しては、次に定めるところにより行う必要

があります。 

一 東京都補助金等交付規則（昭和 37年規則第 141号） 

二 その他関係法令及び関連通知等に定めるもの 
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４ 提出について 

 

4.1 応募・交付申請書類の提出期間 

 

平成２８年４月２５日（月曜日）～平成２９年３月１７日（金曜日） 

 

変更する場合には、東京都ホームページに掲載します。

(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/116kouyutin.htm） 

 

4.45B                                   4.2 問合せ先  

 

東京都 都市整備局 住宅政策推進部 民間住宅課 高齢者住宅担当 

   電     話 03－5320－4947 

    Ｆ  Ａ  Ｘ 03－5388－1481 

メールアドレス：S0000361@section.metro.tokyo.jp          

 

4.3 ４7B提出先 

 

 〒163-8001 

  東京都新宿区西新宿 2－8－1東京都庁第 2本庁舎 20階 南側 

  東京都 都市整備局 住宅政策推進部 民間住宅課 高齢者住宅担当   

 

※  郵送提出の場合、封筒には「平成 28年度東京都まちづくり等貢献型サービス付き

高齢者向け住宅整備事業応募･交付申請書在中」と記載してください。 

 

郵送又は窓口への持参提出とします。 

【郵送の場合】（平成 29 年 3 月 17 日（金）必着） 

応募・交付申請者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、応募・交付申請 

者自身で確認することができる方法（書留郵便等）で提出してください。 

  【持参の場合】 

   平成 29 年 3 月 17 日（金）までに持参してください。 

   持参する際には、事前に上記「4.2 問合せ先」に連絡してください。   

（応募・交付申請者の都合による申請書の差し替え等はできません。） 
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4.4 提出書類 

 

・応募・交付申請者は、下記必要書類１部（正本）を提出してください。 

・提出書類は、日本語の活字体で、Ａ４又はＡ３サイズ（片面）とし、全体をまとめて

クリップ留めしてください。 

・郵送、持参のいずれの場合にも必要書類を一括して提出してください。分割した送付

や部分的な差し替えは原則として受領できません。 

・提出書類が、申請すべき内容や規定様式を満たしていない場合及び記述内容に虚偽が

あった場合は、原則として交付決定を無効とします。 

・提出書類はお返しできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

（１）都に対する「都住宅補助に係る区市町村別基準」に係る審査依頼時 

  ・様式 1 区市町村関与手続審査依頼書 

  ・様式 2 計画概要書 

・様式 3 誓約書 

・敷地周辺図、配置図、平面図（各階）、立面図（２面以上） 

・参考様式 1 区市町村基準への対応説明書 

・参考様式 2 木密事業等に係る協定書の写し＊(木密事業等推進加算補助申請時） 

＊参考様式2を提出することで様式1及び様式3の提出に替えることができます。 

 

（２）応募・交付申請時 

・様式 4 応募・交付申請書 

・様式 5 補助対象事業費 

・様式 6 要件への適合等 

・様式 7 補助金交付に係る誓約書 

・様式 8 全体設計承認申請書（事業が複数年度にわたる場合） 

・様式 9  連携内容説明書 

・参考様式 3 地域密着型サービス事業所等との連携協定書の写し（案を含む。） 

・事業所指定通知書の写し及び診療所開設届の写し等 

・連携する地域密着型サービス事業所等との位置関係を示す書類 

・市場家賃調査報告書 

・応募・交付申請者の納税証明書（取得できる直近 1 年間） 

 【個人・法人共通】計画地の固定資産税、 

既存建物の固定資産税（既存ストック活用型の場合）     

※土地・建物の所有者が申請者と異なる場合、上記に加えて 

土地・建物賃貸借契約書の写しが必要です。 

 【個人】所得税、住民税、個人事業税 

 【法人】法人税、法人事業税、法人住民税 
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・ 国サービス付き高齢者向け住宅整備事業の応募・交付申請に係る提出書類の写し 

（一式） 

・ 国サービス付き高齢者向け住宅整備事業 補助金の交付決定通知書の写し（一式） 

 

（３） 完了実績報告時 

・様式 15 完了実績報告書  

・様式 16 事務担当者登録届 

・国サービス付き高齢者向け住宅整備事業 完了実績報告に係る提出書類の写し 

（一式） 

・国サービス付き高齢者向け住宅整備事業 補助金の額の確定通知書の写し（一式） 

・請求書 

・支払金口座振替依頼書  

・地域密着型サービス事業所等との連携協定書の写し、事業所指定通知書の写し及び

診療所開設届の写し等 

（応募・交付申請時に案の場合又は応募・交付申請前と変更している場合） 

 

＜申請書に記入する事務連絡先について＞ 

原則として、平日の日中に連絡の取れる方を登録してください。（応募・交付申請者

又は当該法人等に所属する者若しくは設計事務所、工事請負事業者等。日常的に確認す

るメールアドレスを登録してください。） 

※ 申請書の内容に関する確認・補足説明等を求めることがあります。指定した期限ま

でに対応がない場合は審査の対象外となります。 

※ 交付決定された場合、当該事務連絡先に交付決定通知書を郵送させていただきます

ので、確実に送付できるよう宛先・宛名となる住所・氏名等について正確に記入して

ください。 

５ 消費税等の処理 

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）については、消費税等を含め

た費用を補助対象とします。ただし、応募・交付申請者（補助対象事業者）が消費税

仕入控除の申告を行う事業者である場合には、補助金に係る消費税分を除外して補助

金を申告することになっています。このため、補助金に係る消費税等の仕入税額控除

の申告を予定している場合は、消費税等は補助対象となりませんので、応募・交付申

請時に都に報告の上、当該控除に係る額を除いて応募・交付申請をしてください。 

また、交付決定後、完了実績報告時までに消費税の仕入れ控除の申告をすることと

した場合には、予め当該控除に係る額を除いて完了実績報告を行ってください。消費
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税仕入れ控除を行う必要があるにもかかわらず、これに係る消費税分を除外せずに補

助金を受領した場合には補助金の返還が生じますので注意してください。 

特に、補助対象事業実施に係る事務担当者が応募・交付申請者（補助対象事業者）

とは異なる場合には、完了実績報告までの間に、応募・交付申請者（補助対象事業者）

の納税状況を確認し、申請に反映させるなど適切に対応してください。 


