
書類名 貢 内容

1 実施方針（案） 2 1-1-(5)
事業用地に
ついて

町が所有する土地とあります
が、町が取得する土地です
か。その費用も事業計画に入
れる必要はありますか。

2 実施方針（案） 16 4-1
開発申請及び測
量について

境町にて、開発行為申請およ
び測量、造成工事は行うとい
う理解で宜しいでしようか。

3 実施方針（案） 1 1-1-(4)
境町地域優良賃
貸住宅の定義に
ついて

地域優良賃貸住宅には、一般
型と高齢者型に分かれてます
が、子育て世代を主軸とした
中堅所得者向け定住促進住宅
とありますので、一般型とし
て宜しいですか。

4 実施方針（案） 2
1-1-
(6)-1)-
①

調査・設計業務
について

事前申請で地質調査は行うこ
とは可能でしょうか。

5 実施方針（案） 3 1-1-(8)
本事業のスケ
ジュールについ
て

平成29年4月に提案提出・5月
に実施事業者の決定・6月の事
業契約締結とありますが、実
施事業者決定後、事業者負担
にて設計業務を開始すること
は可能でしょうか。

6 実施方針（案） 1
1-1-
(10)-8)

中堅所得者向け
定住促進住宅に
ついて

所得制限以外高齢者の受入れ
はあるのでしょうか。
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質問及び回答

No. 回答
質問内容

質問項目

お見込みの通りです。費用は
事業に含みません。

民間が行います。

今はこのような区分はありま
せん。

可能です。

民間の判断です。

あり得ます。



7 実施方針（案） 4

1-1-
(10)-
6)，
7)，
15)，
16)

住宅性能評価
について

住宅性能評価基準は、10分
野、34事項ありますがそれぞ
れに等級の定める基準は設定
されていますか。

8 実施方針（案） 1
1-1-
(4)-4)

子育てに適した
施設について

公園との施設は民間提案で宜
しいでしょうか。

9 実施方針（案） 16 4-2-(3)
コミュニティー
スペースについ
て

住戸専用面積70程度と同等の
面積として宜しいでしょう
か。

10 実施方針（案） 17 4-4-1
説明会配布資料
より上水道につ
いて

給水の取り出しですが、建設
予定地北側道路には3LDK×36
世帯分の分水が可能な水道管
が布設されていますか。又、
受水槽と設置する場合、下階
の直圧給水は見込めるので
しょうか。

11 実施方針（案） 17 4-4-1
説明会配布資料
より汚水処理方
法について

建設予定地北側道路又は、南
側道路の公共下水道に接続と
して宜しいですか。又は、ポ
ンプアップ槽を設けなくても
建設予定地からの自然勾配で
接続できる深度(管低)がある
ものとして宜しいですか。

12 実施方針（案） 4
1-1-
(10)-
14)

本事業に必要と
想定される根拠
法令等について

茨城県ひとにやさしいまちづ
くり条件(平成8年度茨城県条
例第10号) とあります。車椅
子対応住戸として宜しいです
か。

13 実施方針（案） 3 1-1-(9)
支払に関する事
項サービス対価
について

消費税が変更した場合、サー
ビス対価の変更協議は可能で
しょうか。

汚水処理は公共下水道への排
水となります。詳細は，事業
計画等により下水道課にご相
談ください。

民間提案です。

お見込みの通りです。

要求水準書に定めます。

お見込みの通りです。

民間提案です。

北側及び南東側の75㎜給水管
に接続が可能です。詳細は，
事業計画等により水道課にご
相談ください。



14 実施方針（案） 2
1-1-
(6)-1)-
④

近隣対応・対策
業務について

本事業について、近隣への説
明は行われているのでしょう
か。近隣からの要望や意見等
があれば開示していただけま
すか。

15 実施方針（案） 1 1-1-(4)
事業目的につい
て

「子育て世代を主軸とした中
堅所得者向け定住促進住宅を
利便性の高い環境区に供給す
るものである。」とあります
が、その条件に合わない方
(高齢者、障害者等)の入居は
できるのでしょうか。

16 実施方針（案） 1
1-1-
(4)-4

子育て支援につ
いて

「コミュニティスペースな
ど、子育てに適した施設とな
る よ う 配 慮 す る も の と す
る。」とありますが、そのス
ペースの維持管理は業務範囲
に含まれますか。

17 実施方針（案） 2
1-1-
(6)-2)-
⑤

業務の範囲につ
いて

「本施設の維持管理に係る緊
急通報システム点検保守管理
業務」とありますが、どう
いったシステムになるので
しょうか。

18 実施方針（案） 2
1-1-
(6)-2)-
⑧

業務の範囲につ
いて

「本施設の維持管理に係る警
備業務」とありますが、 どう
いった内容をお考えでしょう
か。

19 実施方針（案） 2
1-1-
(6)-2)-
⑩

業務の範囲につ
いて

本施設の居住者の移転に係る
原状復旧業務」とあります
が、入居時に敷金は預かりま
すか。預かる場合の基準はあ
りますか。また、居住者の過
失部分に関しては退去時に居
住者負担とすることができま
すか。

20 実施方針（案） 11
1-1-
(6)-2)-
⑪

業務の範囲につ
いて

修繕業務と大規模修繕業務は
具体的にどういった内容が含
まれますか。

民間提案です。

敷金は家賃の1か月分程度を検
討しています。現状復旧は民
間事業者が，国のガイドライ
ンに沿って、査定し、退去者
から徴収することになりま
す。

民間提案です。

今後，民間でお願いします。

お見込みの通りです。

お見込みのとおりです。

民間提案です。



21 実施方針（案） 11
2-4-
(1)-2)

審査に関する基
本的な考え方に
ついて

「なお、家賃設定について
は、町が国の基準を踏まえて
行うものとする。」とありま
すが、30年間の事業計画の中
で、経済状況の変化により賃
料設定が変更になる事はあり
ますか。また変更になる場
合、誰が賃料設定を行うので
しょうか。

賃料の変更は計画していませ
んが、必要な場合は町が行い
ます。


