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１ 総則 

 
１－１ 要求水準書の位置付け 

 
本要求水準書は、徳島県（以下「県」という。）が実施するＰＦＩ方式による「ａｗａ

もくよんプロジェクト（徳島県新浜町団地県営住宅の建替等事業）」（以下「本事業」と

いう。）に対して、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」

（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき本事業を実施するものと

して選定された民間事業者（以下「選定事業者」という。）が行う業務内容に関して、県

が求めるサービスの内容及び質の満たすべき水準を示すものである。 

また、本要求水準書の内容は、提案評価及び選定事業者の事業実施状況評価の基準とし

て用いる。 

なお、本要求水準書において使用する用語の定義は、入札説明書において使用される用

語と同一のものである。 

 
１－２ 要求水準の変更について 

 
県は、本事業の事業期間中に、法令等の変更、災害の発生、その他特別の理由による業務

内容の変更の必要性により、要求水準の見直し及び変更を行うことがある。要求水準の変更

に伴い、選定事業者が行う業務の内容に変更が生じるときは、事業契約書の定めるところに

より、所定の手続きを行うものとする。 

 

２ 事業内容に関する事項 

 
２－１ 事業目的 

 
徳島県においては、「住生活基本法」の理念及び「住生活基本計画（全国計画）」に即した

「徳島県住生活基本計画」に則り、現在及び将来における県民の住生活の基盤となる良質な住

宅の供給等に加えて、地域のまちづくりと連携した住宅地の居住環境や災害に対する安全性の

向上など、住まいを中心とした住環境全般の向上を図る施策を実施しており、県営住宅の整備

についても、この理念に則り進めている。 

新浜町団地県営住宅については、徳島駅前の藍場浜周辺整備に伴い、立ち退き家屋の移転先

として昭和 39年に整備された 12 棟 288 戸の県営住宅である。 

築後 50 年以上が経過し老朽化しており、また、現在の居住水準を満足しない、ストックと

しての活用も困難な団地である。 

従来方式の建替により、これまで 9 棟を解体し、３棟を整備済みであるが、残る「旧 3 棟」

の建替事業については、施設の整備や維持管理について、民間のノウハウ、技術、資金を活用

するＰＦＩ事業により整備を行う。 

また、県営住宅の集約化建替により生み出される余剰地には、地域に必要とされる民間施設

等の地域貢献施設を一体的に整備することにより、地域に必要とされ地元と共生する県営住宅

を創出することを目的とする。 

 

本事業の基本的コンセプトを、以下に示す。 

ア 人口減少社会・超高齢社会・少子化に対応した住宅供給 

質の高い生活支援サービスの導入として、安全性・利便性・移動容易性の確保、健康増

進・バリアフリー機能への配慮を行うとともに、家族構成や身体機能の変化に応じた住み

替えへ対応する。 

イ 民間活力の導入による魅力向上と効率化 

福祉や利便機能、まちづくりに寄与する機能など、魅力ある施設づくりを目指すとともに、

効率的な維持管理の実現を図る。 
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ウ 建築物の長寿命化など 

環境配慮型ストック活用社会における先導的役割を果たす、省エネルギーや地球環境問

題の改善につながる先駆的新技術を導入するとともに、建築物の長寿命化につながる創意

工夫を取り入れる。 

エ 県内経済の活性化等 

本事業は、県が実施する公共事業であることから、事業実施にあたっては県内経済への

貢献がなされるよう配慮を行うとともに、県内事業者の積極的、主体的な事業参画や県内

産資材の積極的活用を図る。 

 

２－２ 事業内容 

 
（１） 県営住宅整備事業 

ア  県営住宅整備業務 

(ｱ）各種調査業務 

(ｲ）設計に関する業務（集会所及び外構（敷地内の排水施設の移動等に限る。）） 

・ 基本設計 

・ 実施設計  

(ｳ）解体撤去に関する業務 

・ 既存県営住宅（新浜町団地（集会所、旧 10 号棟、旧 11 号、旧 12 号棟）、津田乾開

団地（1～4 号棟、集会所）)の解体撤去。ただし、地域貢献施設として既存県営住宅の

活用も可能とする。また、既設仮囲いの撤去も含む。 

(ｴ）建設に関する業務 

・ 県営住宅の建設（屋外付帯施設を含む。） 

(ｵ）工事監理に関する業務 

・ 解体及び建設に係る工事監理 

(ｶ)アドバイザリー業務等の委託 

・ アドバイザリー業務等の委託契約の締結 

(ｷ）近隣対応対策 

・ 県営住宅周辺地域の家屋調査業務 

・ 県営住宅用地及び周辺地域の電波障害調査・対策（建設中、建設後含む。） 

・ 近隣住民への計画説明、調整 

・ 建設に伴う近隣対応 

(ｸ）その他の業務 

・ 敷地周辺の供給処理施設（電気、電話、ガス、上水道、下水道等）調査及び諸官庁

協議・申請 

・ 補助金及び交付金申請書類等の作成支援 

・ 関係法令等の申請、許認可の手続き（建築基準法、消防法、都市計画法等） 

・ 室内空気中化学物質濃度調査 

(ｹ）その他上記業務を実施する上で必要となる関連業務 

 
イ  現在の入居者を対象とした入居者移転支援業務  

(ｱ）入居申込書受付業務（新浜町団地への移転に限る。） 

(ｲ）住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務 （新２号棟への移転に限る。） 

(ｳ）入居手続き支援及び移転確認業務 

 
ウ  県営住宅管理業務（新浜町団地新２号棟、１号棟、５号棟、６号棟を対象とす

る。） 

(ｱ）県営住宅の入居者の募集に関する業務 

(ｲ）県営住宅の家賃に関する業務 

(ｳ）各種承認及び届出に関する業務 

 



3  

(ｴ）入居者の保管義務違反に対する指導に関する業務 

(ｵ）県営住宅の維持修繕に関する業務 

(ｶ）県営住宅の保守点検管理に関する業務  

(ｷ）県営住宅の駐車場管理に関する業務  

(ｸ）県営住宅の退去に関する業務  

(ｹ）収入超過者及び高額所得者に対する督促等に関する業務  

(ｺ) 法律・条例等の改正情報等の周知に関する業務 

(ｻ) その他県営住宅の管理運営に関する業務 

 

（２）地域貢献施設整備事業 

ア 地域貢献施設整備事業及び地域貢献施設管理事業 

イ 解体等に関する事業 

ウ 「フリースペース」の運営事業 

 

２－３ 事業実施場所 

 
事業の実施場所は以下のとおりとする。なお、位置及び敷地の状況については【添付資料

1】事業用地位置図及び【添付資料 2】事業用地現況図を参照のこと。 

 
（１） 対象団地及び所在地 

新浜町団地 （徳島市新浜町１丁目）及び津田乾開団地（徳島市津田浜之町１丁目） 

項 目 新浜町団地 津田乾開団地 

 新２号棟敷地 旧 10 号棟敷地 旧 11 号棟敷地 旧 12 号棟敷地  

所在地 徳島市新浜町１

丁目 489 番 11 

徳島市新浜町１

丁目 489 番 16 

徳島市新浜町１

丁目 489 番 44 

徳島市新浜町１

丁目 489 番 43 

徳島市津田浜之町

１丁目 166 番 1 

敷地面積 約 3,757 ㎡ 約 998 ㎡ 約 1,302 ㎡ 約 1,043 ㎡ 約 4,237 ㎡ 

用途地域 第二種中高層 

住居専用地域 

第二種中高層 

住居専用地域 

第一種住居地域 第一種住居地域 第一種住居地域 

指定建ぺい率 60％ 60％ 60％ 60％ 60％ 

指定容積率 200％ 200％ 200％ 200％ 200％ 

日影規制（4ｍ

平面） 

４時間 

・2.5 時間 

４時間 

・2.5 時間 

５時間 

・3.0 時間 

５時間 

・3.0 時間 

５時間 

・3.0 時間 

インフラ整備状

況 

【添付資料 4】

インフラ関係資

料による 

    

地盤状況 【添付資料 5】

地盤調査データ

による 

    

 
事業用地に関する規制内容及びインフラの整備状況については、選定事業者にて適宜各管

理者に確認を行うこと。 
 

（２） 事業の実施場所 
 

業務名 団地名（〇印が該当） 

 新浜町団地 津田乾開団地 

 新２号棟 

敷地 

旧 10 号棟 旧 11 号棟 旧 12 号棟  

県営住宅 

整備事業 

〇 

 

〇 

（集会所敷地 

 の候補地） 

〇 

（集会所敷地 

 の候補地） 

〇 

（集会所敷地 

 の候補地） 

 

地域貢献施

設整備事業 

 〇 〇 〇 〇 
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（集会所は、新 2 号棟敷地ではなく、旧 10号棟、旧 11号棟、旧 12 号棟のいずれかの敷地で整

備すること。） 

 

２－４ 関係法令及び参考基準等 

 
（１） 遵守すべき関係法令等 

本事業の実施に当たっては、次の関係法令等（すべての関連施行令・規則等を含む。）

を遵守すること。また、下記以外に事業実施にあたり必要となるその他の法令、関係条例等

についても遵守すること。 

 
ア 法令関係 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法：平成 11 年 

法律第 117 号） 

・住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号） 

・公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号） 

・建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

・建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

・都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

・消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

・文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号） 

・水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

・大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

・悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

・土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性を有する消防の用に供する設備等に関

する省令（平成 17 年総務省第 40 号） 

・公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号） 

・道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

・河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

・水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

・下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

・浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号） 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 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（バリアフリー新法：平成 18 年 

法律第 91 号） 

・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） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設ﾘｻｲｸﾙ法：平成 12 年法律第 104 号） 

・資源の有効な利用の促進に関する法律（ラージサイクル法：平成 3 年法律第 48 号） 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号） 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）（平成 27 年法律第

53 号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

・労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 214 号） 

・宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

・電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

・ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号） 

・電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 



5  

・駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号） 

・騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

・振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

・瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 48 年法律第 110 号） 

・警備業法（昭和 47 年法律第 117 号） 

・高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 

・津波対策の推進に関する法律（平成 23 年法律第 77 号） 

・その他関連法令等  

イ 条例関係 

・徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和 35 年条例第 12 号） 

・徳島県営住宅管理規則（昭和 35 年規則第 10 号） 

・徳島県建築基準法施行条例（昭和 47 年条例第 32 号） 

・徳島県地球温暖化対策推進条例（平成 20 年条例第 44 号） 

・徳島県生活環境保全条例（平成 17 年条例第 24 号） 

・徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例（平成 19 年条例第 14

号） 

・徳島県県産材利用促進条例（平成 24 年条例第 80 号） 

・徳島県個人情報保護条例（平成 14 年条例第 43 号） 

・徳島県情報公開条例（平成 13 年条例第 1 号） 

・徳島県安全で安心なまちづくり条例（平成 18 年条例第 78 号） 

・徳島市建築基準法施行細則（昭和 54 年規則第 21 号） 

・徳島市中高層建築物等の建築等に関する指導要綱 

・徳島市都市計画法施行条例（平成 20 年条例第 14 号） 

・徳島市都市計画法施行規則（平成 20 年規則第 19 号） 

・県営住宅におけるブロードバンド対応工事に係る承認事務実施要領 

・県営住宅家賃減免及び徴収猶予基準 

・県営住宅住宅変更運用基準 

・県営住宅入居事務処理要領 

・同居承認申請に対する処理要領 

・徳島県営住宅駐車場管理要綱 

・入居者資格等における「特別の事情」に係る運用基準 

・不正駐車取扱要領 

・盲導犬・聴導犬・介助犬使用の承認基準 

・連帯保証人免除取扱要領 

・その他の関連条例等  

注）上記各種要領・要綱・基準等の規定中「住宅供給公社」、「供給公社」、「公社」と

あるものについては、適宜「選定事業者」と読み替えるものとする。 

 

（２） 適用基準等 

ア 本業務の実施にあたり参考とする仕様等 

・公共住宅建設工事共通仕様書 令和元年度版（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

・公共住宅建設工事共通仕様書解説書 令和元年度版（国土交通省住宅局住宅総合整備課 

監修） 

・公共住宅建設工事共通仕様書別冊 部品及び機器の品質性能基準 平成 19 年度版（国土 

交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

・公共建築工事標準仕様書 平成 31 年度版（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築工事監理指針 平成 31 年度版（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

・建築保全業務共通仕様書 平成 30 年度版 （国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 

イ 県営住宅の積算書作成にあたり参考とする基準等 

・公共住宅建築工事積算基準 令和元年度版（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

・公共住宅屋外設備工事積算基準 令和元年度版（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 
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・公共住宅電気設備工事積算基準 令和元年度版（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

・公共住宅機械設備工事積算基準 令和元年度版（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修） 

ウ その他参考とすべき基準等 

・高齢者が居住する住宅の設計に係る指針（国土交通省告示第 1301 号） 

・防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針（国土交通省住宅局） 

・昇降機の維持及び運行の管理に関する指針（財団法人日本建築設備・昇降機センター） 

・とくしま木材利用指針(徳島県平成 22 年 12 月) 
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３ 県営住宅整備業務に関する要求水準 

 
３－１ 事業用地の工区設定及び建替え手順 

（１） 工区の設定について 

工区分けは事業者の提案によるものとする。県営住宅の整備と余剰地活用施設等の整備を並

行して行うことも可とする。 

 
（２） 建替え手順 

整備の工程計画は事業者の提案とするが、新２号棟は令和５年２月末までに、移転による入

居を開始することとし、以下に基本的な手順を示す。 

ア 県営住宅の整備 

県営住宅等（新２号棟及び集会所）の整備に伴う公共施設の整備を行う。提案により、余

剰地の整備も並行して行うことができる。 

イ 県営住宅への移転 

県営住宅に、対象団地からの移転希望者を入居させる。 

ウ 県営住宅の新規入居者の募集 

移転希望者入居後の余剰戸分について、新規入居者の募集を行う。 

 
（３） 県営住宅等整備用地の使用について 

県営住宅等整備用地（新２号棟及び集会所を含む建築物の敷地）については、選定事業者に

無償で貸付ける。なお、貸付期間の始期は、建設工事着工時からとするが、県と調整の上、選

定事業者が事前に各種調査を行うことについて妨げるものではない。貸付期間中は敷地の安全

管理に努めることとし、県営住宅整備等業務以外の用に使用してはならない。また、貸付期間は、

原則として新２号棟及び集会所の工事期間終了までとするが、必要に応じて県と協議を行う。 

 
３－２ 県営住宅整備業務全体に関する要求水準 

 

（１） 整備対象となる施設の概要 

ア 県営住宅の整備戸数 
 

 

団地名 新２号棟 
整備戸数 27 戸 

 
イ 県営住宅屋外付帯施設 

 

(ｱ) 集会所 

(ｲ) 敷地進入路・車路 

(ｳ) 歩行者用通路 

(ｴ) 駐車場 

(ｵ) 自転車置場 

(ｶ) ゴミ置場 

(ｷ) 植栽 

(ｸ) 雨水排水設備 

(ｹ) 外灯 

(ｺ) その他、県営住宅に必要と思われる施設 

 

（２） 施設計画の基本方針 
【添付資料 7】の「ａｗａもくよんプロジェクト基本設計図書」を踏まえた実施設計を基本に

整備を行うこと。 
集会所については、上記の実施設計の考え方を踏まえて設計や整備等を行うこと。 
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（３） 施設整備における基本的考え方 

 

ア 実施設計を基本に整備を行うこと。ただし、次項に示す見直しについては可能とする。 

イ 事業費のコスト削減に資する実施設計の見直しについては、「㈲内野設計、島津臣志建築設

計事務所、㈱カワグチテイ建築計画 JV」、徳島県及び徳島市担当部署との協議を基に見直しを

可能とする。よって、見直しを行う場合は提案書に見直し内容を明記すること。事業の実施に

あたり必要な協議等の一切については、選定事業者の責にて行うこと。また、要求水準書で示

す事業スケジュールの期間内に事業を行うことを前提とすること。 

ウ 団地整備に伴う開発許可申請は不要である。 

エ 公共施設の帰属に関する補助業務について、選定事業者は以下の業務を行うこと。 

・公共施設の帰属に必要な書類作成及び必要な調査 

・徳島県有地と徳島市有地の分筆登記、所有権移転登記など登記事務に必要な測量調査 

及び資料作成等 

 

（４） 住宅性能評価の取得 

県営住宅の整備に当たっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく性能表示

を行い、要求性能は、【別紙 2】住宅性能評価の等級に示す等級及び水準とする。また、

選定事業者においては竣工後に指定住宅性能評価機関より、建設住宅性能評価書の交付を

受けること。 

 
３－３ 県営住宅の屋外付帯施設に関する要求水準 

 

（１） 共通 

【添付資料 7】の「ａｗａもくよんプロジェクト基本設計図書」を踏まえた実施設計を基

本に整備を行うこと。 

 
（２） 集会所 

ア 旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12 号棟のいずれかの敷地において、新築するか又は「地域貢献

施設」の一部を利用するかのいずれかの方法によって整備すること。施設の計画にあたって

は、集会所の利用者が県営団地入居者であることを考慮して提案すること。 

イ 「津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）」及び「津波浸水想定を設

定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件(告示第 1318 号)」を満たす構

造方法等とすること。 

ウ 集会所の床面積は約 100 ㎡とし、屋上は近隣住民も含めた津波に対する一時避難場所とし、

防災用倉庫を設置すること。エレベーターの設置を必要と考える場合は、将来の維持管理費

用の軽減の視点を含めて提案すること。 

エ 集会所への日照に配慮し、維持管理も容易な低木を中心とした植栽計画とすること。また、

隣地境界近くなどは、落ち葉等で近隣に迷惑をかけることがないよう配慮すること。 

オ 外構には、人たまり、歩行者空間等を適宜配置すること。 

カ 子供や高齢者の飛び出し等防止のため、駐車場や道路との境界にフェンス等を適宜設置す

ること。また、その他敷地境界部分についても、適宜囲障の設置等を考慮すること。 

 

（３）雨水排水設備 

新２号棟敷地内の排水施設（水門）は、県と調整の上、適切な位置に移動すること。 
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３－４ 各種調査に関する要求水準 

 
（１） 各種調査業務 

ア 電波障害調査 

（ｱ)  机上調査及び事前調査の実施 

県営住宅の計画にあたっては、周辺地域へのテレビ電波受信障害の軽減に努めることとし、

計画に対しては机上調査を行い、やむを得ずテレビ電波受信障害の発生が予想される場合は、

事前調査を行うこと。 

（ｲ)  事後調査及びテレビ電波受信障害への補償対策 

県営住宅等整備の結果、障害の発生が事後調査により明らかとなった場合は、選定事業者

の責任及び費用負担において、必要な電波障害対策工事を速やかに行うこと。ケーブルテレ

ビ敷設による対応の場合は、20 年間の基本使用料を負担すること。 

イ 近隣家屋調査 

工事の実施にあたり、近隣家屋調査を行うこと。工事に伴い近隣家屋への影響があった場

合には、県営住宅事業者の責任において補償・修繕等の対応を行うこと。 

ウ 室内空気中化学物質濃度調査 

県営住宅の工事完了後に、室内空気中の化学物質の室内濃度測定を行い、室内空気質の状 

況が、厚生労働省の示す濃度指針値以下であることを確認し、県に報告すること。 

調査を行うに当たっては、【別紙 3】化学物質室内濃度調査要領の内容を遵守すること。

測定住戸数については、各団地の建設戸数の１割以上とし、各住戸２室以上測定すること。 

 
（２） 各種調査全体に関する要求水準 

ア 費用負担 

県営住宅等整備と地域貢献施設整備事業において、同種の調査を行う場合、県営住宅等整

備に必要な調査に係る費用は、地域貢献施設整備事業における調査費用と明確に区分する。

なお、地域貢献施設整備事業における調査費用は選定事業者の負担であり、十分留意するこ

と。 

イ 留意事項 

道路や私有地に立ち入り調査を行う場合は、関係官公署及び相手方の許可を得るなど留意

するとともに、安全対策に十分注意すること。 

ウ 業務報告 

（１）に示す各種調査業務に関し、業務開始前に県に連絡を行うこと。また、業務終了後

速やかに調査の報告書を県に提出すること。 

 

３－５ 設計業務に関する要求水準（集会所） 

 

（１） 業務の実施等 

ア 設計業務は、県の担当者との十分な打合せにより実施するものとし、打合せの結果につ

いては、記録等により適宜県に報告すること。 

イ 設計に関し、関係官公署と協議を行ったときは、その内容について県に報告すること。

ウ 要求される性能が確実に設計に反映されるよう、確実な工程管理を行うこと。 

エ 選定事業者は、提案・設計に伴い必要となる許認可申請を、関係機関と十分に協議し、

選定事業者の責任と費用により行うこと。 

 
（２） モニタリング 

ア 選定事業者は、設計業務の着手前に、業務に関する設計業務計画書を県に提出し、県は、

要求した事業スケジュール等に適合していることの確認を行うこと。 

イ 選定事業者は、設計の打合せ時に必要な資料等を県に提示するものとし、県は、要求水

準等が反映されていることの確認を行うこと。  
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ウ 選定事業者は、基本設計及び実施設計の各完了時に、事業契約書（案）において定める

設計図書を県に提出し、県は、要求した性能等に適合していることの確認を行う。なお、

提出する設計図書は、積算や工事施工等に支障のないものとすること。 

エ 県による設計業務のモニタリングの詳細については、事業契約書（案）を参照のこと。 

 
３－６ 既存建物等の解体撤去に関する要求水準 

 
（１） 解体撤去工事の施工計画及び施工 

ア 解体撤去対象施設等 

選定事業者は、新浜町団地の既存集会所、旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12 号棟、及び津田

乾開団地の既存県営住宅（集会所、遊具、植栽、その他の屋外付帯施設、及び地中埋設物、

杭等を含む）を解体撤去する。 

ただし、選定事業者の提案により県営住宅の整備の障害とならないもの、または、地域貢

献施設として整備するために既存活用する場合については、この限りではない。 

イ 解体撤去対象施設等の事前情報 

県より提供する解体撤去対象施設等の情報は、以下のとおりとする。また、解体撤去対象

施設等について、目視等により事前調査が必要であれば適宜実施し、解体工事の計画に反映

させること。 

（新浜町団地） 

（ｱ) 既存住宅（旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12 号棟） 

建 設 年 度：昭和 39 年度 

住 棟 数 ：３棟 

構 造：鉄筋コンクリート造、４階建て 

延べ床面積 ：旧 10 号棟約 761 ㎡、旧 11 号棟約 761 ㎡、旧 12 号棟約 761 ㎡ 

住戸タイプ ：２Ｋ（約 39 ㎡/戸） 

基礎の種類 ：杭基礎 

共 同 施 設：駐車場、駐輪場 

（ｲ) 集会所 

建 設 年 度：昭和 49 年度 

住 棟 数 ：１ 

構 造：鉄骨造、平屋建て 

延べ床面積 ：約 69 ㎡ 

基礎の種類 ：直接基礎 

 
（津田乾開団地） 

（ｱ) 既存住宅 

建 設 年 度：昭和 41～42 年度 

住 棟 数 ：４棟 

構 造：鉄筋コンクリート造、３～４階建て 

延べ床面積 ：旧１号棟約 1、083 ㎡、旧２号棟約 1、083 ㎡、旧３号棟約 535 ㎡、 

       旧４号棟約 1、083 ㎡、 

住戸タイプ ：２ＤＫ・３Ｋ（約 39～41 ㎡/戸） 

基礎の種類 ：杭基礎 

共 同 施 設：駐車場、駐輪場 

（ｲ) 集会所 

建 設 年 度：昭和 47 年度 

住 棟 数 ：１ 

構 造：コンクリートブロック造、平屋建て 

延べ床面積 ：約 27 ㎡ 

基礎の種類 ：直接基礎  
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ウ 解体撤去工事の施工計画 

選定事業者は解体撤去工事にあたり、適切な工法選定と施工計画の作成を行うものとす

る。また、想定外の状況に対する計画の変更については、県との協議の上、進めるものとす

る。 

エ 解体撤去工事の施工 

解体撤去工事の施工は、周辺地域へ十分配慮するとともに、｢廃棄物の処理及び清掃に

関する法律｣及び資材の再資源化等に関わる諸法令に基づき、適切に処置を行い、工事を

進めること。 

また、現況施設にアスベスト含有部材の使用が認められる場合、「大気汚染防止法」、

「石綿障害予防規則」に基づき適切に処理を行うこと。 

既設の不要な水道施設は徳島市水道局に申込を行い適切に撤去すること。 

オ アスベスト処理費用 

既存建物にはアスベスト含有の可能性が有る材料が使用されており、これらの撤去に係る 

費用については、予定価格に含まれるものとする。 

アスベスト含有箇所は次表に記載した部分とし、詳細については【添付資料 6】アスベ

スト含有材に関する資料を参照のこと。 

 

（新浜町団地） 

室名 部位 
バルコニー 隔板  フレキシブル板 
ダストシュート 床  一部 
 取出し口  下部 
台所 コンロ台廻り  腰壁 
浴室 建具上部  垂れ壁 
洗面 腰壁  一部 
自転車置場 屋根、腰壁  （石綿スレート板） 
 玄関 天井  （不燃吸音板） 
 ホール 天井  （不燃吸音板） 
集会所 集会室 天井  （不燃吸音板） 
 湯沸室 床  （Ｐタイル） 
  天井  （不燃吸音板） 
 便所 天井  （不燃吸音板） 
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（津田乾開団地） 

室名 部位 
バルコニー 隔板  フレキシブル板 
ダストシュート 床  一部 
 取出し口  下部 
台所 コンロ台廻り  腰壁 
浴室 建具上部  垂れ壁 
洗面 腰壁  一部 
自転車置場 屋根、腰壁  （石綿スレート板） 
 玄関 天井  （不燃吸音板） 
 ホール 天井  （不燃吸音板） 
集会所 集会室 天井  （不燃吸音板） 
 湯沸室 床  （Ｐタイル） 
  天井  （不燃吸音板） 
 便所 天井  （不燃吸音板） 

 
記載のない部分について、アスベストの存在することが判明した場合は、その除去処分方

法について県に提案し確認を得るものとする。県が確認した当該アスベストの除去処分に起
因して発生した追加費用のうち、県は合理的な範囲の費用を負担するものとする。この際、
選定事業者は当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。 

 

３－７ 工事施工に関する要求水準 

（既存住棟等の解体撤去工事、新２棟及び集会所の整備工事） 

事業目的に示すところの県内経済への貢献を考慮し、施工する工事に要する資材の調達に

当たっては、県内産資材の購入及び県内取扱い業者からの購入に努めること。また下請負人

を必要とする工事については、県内建設業者の活用に努めること。なお、これらの県内産資

材及び県内取扱い業者からの購入に関しては、選定事業者の積極的な提案を求めるものとす

る。 

   
（１）工事に使用する木材（県産材、県の認証木材） 

構造材（集成材を除く。）については、適切な期間乾燥した、欠損が少ない木材を使用す

る必要があるため、事前に県が県内の林業関係組合から調達し、県から選定事業者へ支給す

ることとする。詳細は入札公告までに公表する。構造材以外の部材については、県の認証木

材の使用に努めること。 

 

（２）工事に使用する敷地範囲 

ア 県営住宅等整備用地のうち建設工事中の敷地の範囲は、仮囲いで確実に区画を行うこと。

また、先行する住棟の供用開始後においては、供用開始した住棟の入居者の安全確保に留

意して工事を行うこと。 

イ 供用開始した住棟の敷地進入路と、隣接して工事を行う住棟の工事用車両の進入路は必

ず分離すること。 

 
（３） 施工管理 

ア 工程については、事業スケジュールに適合し、かつ無理のない堅実な工事計画とし、要

求される性能が確実に確保されるよう管理すること。 

イ 現場代理人、監理技術者、主任技術者は専任配置とし、着工前に県に氏名その他を届け

出ること。 

ウ 関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書、工程表及び施工計画書

等に従って工事を実施すること。 

エ 工事に用いる建設資材については、放射性物質等による支障がないものを確認のうえ、

使用すること。  
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（４） 安全対策 

ア 工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、周辺地域へ災害が及ばないよう、

万全の対策を行うこと。 

イ 工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者等

と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、十分な配慮

を行うこと。 

ウ 工事車輌通行道路には、工事標識、交通整理員等を配し、交通安全に十分注意すること。 

エ 工事車輌通行により、公共施設及び私有物施設等を破損した場合には、直ちに原形復旧

を行い管理者の承認を得ること。 

オ 万一の事故発生時には、直ちに適切な処置を行うとともに、遅滞なく県及び関係各機関

への報告を行うこと。 

 
（５） 環境対策 

ア 騒音・振動や悪臭・粉塵及び地盤沈下等、周辺環境に及ぼす影響について十分な対策を

行い、発生を未然に防ぐこと。 

イ 万一周辺地域に上記アに示す悪影響を与えた場合は、選定事業者の責任及び費用負担に

おいて対処を行うこと。 

ウ 隣接する物件や、道路、公共施設等に損傷を与えないよう留意し、工事中に汚損、破損

をした場合の補修及び補償は、選定事業者の負担において行うこと。 

 
（６） 廃棄物対策 

ア 本業務により発生する建設廃棄物（特定建設資材廃棄物を含む。）を処理する場合、

「建設リサイクル法」及び｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣（以下｢廃棄物処理法｣とい

う。）を遵守し適正に処理しなければならない。 

イ 工事から発生する建設廃棄物の処理施設は、「廃棄物処理法により許可を受けた施設｣

とする。 

 
（７） モニタリング 

ア 選定事業者は、建設工事の着手前に、工事工程表並びに施工計画書を県に提出し、県は、

要求した事業スケジュール等に適合していることの確認を行う。 

イ 選定事業者は、建設工事の進捗及び施工状況について県に報告するとともに、県の事前

の通知による説明要求に応じて、適切な方法により説明を行うものとする。また、県は、

事前の通知なしに工事に立会うことができるものとする。 

ウ 選定事業者は、施工に関する各種検査や試験の実施について、事前に県に通知するもの

とし、県は、これらに立会うことができるものとする。 

エ 県は、本工事に関して、選定事業者に事前の通知を行った上で、原則として２回以上の

中間確認を実施する。なお、検査実施時期等については別途指示する。 

オ 選定事業者は、工事完了に伴う自らの検査等を行う場合、事前に県に通知するものとし、

県は、これらに立会うことができるものとする。また、県は、選定事業者による検査等の

報告を受けた後、竣工確認を行うものとする。 

カ 県による工事施工のモニタリングの詳細については、事業契約書（案）を参照のこと。 

 
（８） 保険の付保 

建設工事期間中は、事業契約書（案）に基づき、火災保険等に付すること。選定事業者は

保険契約を締結したときは、その証紙の写しを速やかに県に提出すること。 

 
３－８ 工事監理業務に関する要求水準 

（既存住棟等の解体撤去工事、新２号棟及び集会所の整備工事）  
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（１） 業務の実施等 

ア 選定事業者は、建築基準法等に規定する工事監理者を設置し、工事監理業務を行わせる

ものとする。なお、工事監理者は、建設工事の請負人以外の者であること。また、工事監

理者として基本・実施設計を行った設計共同体の構成員を配置した場合、「３－９ アド

バイザリー業務等の委託に関する要求水準（県営住宅整備業務関連）」で委託契約の負担割

合に応じ、契約金額を減額する。 

イ 工事監理者は、建設工事が設計図書等に適合するよう確認するとともに、必要に応じて

立会い、検査、工事材料の試験、工場加工組立製作の試験又は検査等を行い、県営住宅の

品質管理に努めること。また、適切な指示を書面等により行うこと。 

ウ 工事監理業務に従事したときは、当該従事した日において監理業務日誌に当該監理業務

の内容その他必要な事項を記録しておくこと。 

 
（２） モニタリング 

ア 県は、業務実施前に、選定事業者が設置した工事監理者の資格等について、適格かどう

かの確認を行う。 

イ 選定事業者は、工事監理の実施状況について、県に毎月の定期報告を行うとともに、県

の要求に応じて、適切な方法により説明を行うものとする。 

ウ 選定事業者は、工事監理業務の完了時に、適切な方法により県に業務の報告を行うもの

とする。 

エ 県による工事監理業務のモニタリングの詳細については、事業契約書（案）を参照のこと。 

 
３－９ アドバイザリー業務等の委託に関する要求水準（県営住宅整備業務関連） 

ア 高度な設計技術を要することを踏まえ、設計者の意図を適切に把握するため、アドバイザ

リー業務を基本・実施設計を行った内野・島津・カワグチテイ設計共同体と委託契約を締結

すること。 

イ なお、県営住宅整備業務の工事監理に関する業務を入札参加グループの協力企業として工

事監理企業を設定した上で、特定事業契約締結後に基本・実施設計を行った内野・島津・カ

ワグチテイ設計共同体に業務の一部を委託することも可とするがアドバイザリー業務は締結

すること。 

【添付資料 13 アドバイザリー業務仕様書】 

 
３－１０ 近隣の負担軽減への配慮に関する要求水準 

ア 事業用地では、県営住宅の建設、道路整備、地域貢献施設整備など、工事が輻輳するこ

とから、選定事業者は各工事間の調整に努め、近隣の負担軽減について配慮を行うこと。 

イ 建設工事に先立ち、近隣住民（新浜町団地入居者含む）に対し、説明会を開催し、工期

や工程等の説明を十分に行うこと。 

ウ 工事中は周辺その他からの苦情が発生しないよう注意するとともに、万一発生した苦情

その他については、選定事業者により、工程に支障をきたさないように処理を行うこと。 

 
３－１１ その他の業務に関する要求水準 

 
（１） 関係法令等に関する申請、許認可等の手続き（建築基準法、消防法、都市計画法等） 

ア 関係する法令等を遵守し、適切に申請、許認可の手続きを行うこと。 

イ 関係機関との協議内容を県に報告し、各種許認可等の書類の写しを県に提出すること。 

 
（２） 敷地周辺の供給処理施設調査及び諸官庁協議・申請 

徳島市水道事業条例による負担金については、既存の負担金権利があり、県と協議により

これを活用できる。 
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（３） 補助金及び交付金申請書類等の作成支援 

選定事業者は、県が国からの交付金や補助金の申請に伴い必要となる工事費内訳書、図面

等及び家賃算定の作成について支援・協力すること。詳細は別途県の指示による。 

 

（４） 近隣住民への計画説明、調整 

選定事業者は、建設工事に先立ち、県営住宅の計画内容について、説明会を開催し、近隣

住民への計画説明及び調整を適宜実施すること。なお、説明に当たって、県は必要に応じ協

力するものとする。 

 
３－１２ 業務の計画及び確認に関する要求水準 

（１） 確認計画書、報告書等 

選定事業者は、各種調査業務、設計業務（集会所等）、工事監理業務、工事施工及びその他

関連する業務の実施に関して、要求水準確認計画書を作成し、県に提出すること。また、各業

務の進捗及び完了に際し、要求水準確認報告書を作成し、県に提出すること。県は、選定事業

者から提出された要求水準確認報告書により、要求水準が確保されていることを確認する。 

また、選定事業者は、上記の各業務の進捗に応じて、コスト管理計画書を作成し、県に提出

すること。県は、選定事業者から提出されたコスト管理計画書により、事業費の変動など適正

なチェックを行う。 

各業務における要求水準確認計画書、要求水準確認報告書及びコスト管理計画書の提出時期

を、次表に示す。 

 
業務 要求水準 

確認計画書 

要求水準 

確認報告書 

コスト管理 

計画書 

調査設計
段階 

各種調査業務 業務の着手時 業務の完了前 施設整備費の内訳
書について、基本
設計完了時、実施
設計完了時（着工
時）、施工中間、竣
工時に提出する。 

設計業務 
（集会所） 

基本設計、実施
設計の各着手時 

基本設計、実施
設計の各完了前 

工事施工
段階 

工事監理業務 業務の着手時 業務の完了前 
工事施工 着工時 中間検査時 

竣工引渡し前 

その他関連業務 上記と併せ、必要な時期に適宜提出する。 
※ コスト管理計画書については、上記提出時期の外、設計建設期間中毎年度 10 月末にその時 

点での最新のものを、県に提出すること。 

 

（２） 鍵の引渡し 

共用部分、専用部分の鍵は３本セットとし鍵保管箱に整理し、引渡し時に鍵リストと共に提

出すること。 
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４ 現在の入居者を対象とした入居者移転支援業務に関する要求水準 

 
４－１ 入居者移転支援業務の範囲 

（１） 業務の目的 

入居者移転支援企業が、対象団地の居住者のうち、新２号棟への移転を希望する居住者、

及び他の県営団地等への移転を希望する居住者が手続きに従い、混乱なく速やかに移転する

ことの支援を目的とする。 

本業務は各種手続きが多く、また手続き書類も多いことから、手続きがスムーズに行われ 

るよう、必要に応じて説明会を行うなど、移転者にわかりやすく説明すること。 

なお、対象団地の居住者のうち、他の県営団地等への移転を希望する居住者に対しては、

退去の確認を行うとともに、移転料振込口座申請書を県に届けること。 

また、本業務の実施にあたっては、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の流行状況

に留意し、感染予防対策を充分に行うこと。 

 
（２） 業務対象期間 

業務対象期間は、竣工後移転可能日の２ヶ月後までとする。業務実施スケジュールについ

ては十分に留意すること。 

 
（３） 業務対象者 

対象団地の居住者のうち、新２号棟への移転を希望する居住者、及び他の県営団地等への

移転を希望する居住者を対象とする。 

 
（４） 業務実施手順 

ア 入居申込書受付業務（新２号棟への移転を希望する居住者に限る。） 

(ｱ) 入居申込書受付業務 

イ  住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務（新２号棟への移転を希望する居住者に限

る。） 

 (ｱ) 住戸抽選会の実施業務 

(ｲ) 入居者決定支援業務 

ウ  入居者手続き支援及び移転確認業務 

(ｱ) 移転承諾書の受取業務 

(ｲ) 入居説明会の実施業務 （新２号棟への移転を希望する居住者に限る。）

(ｳ) 移転者の移転確認業務 

エ  移転日調整等業務 

(ｱ) 移転開始前業務 

(ｲ) 移転後業務 

(ｳ) 引越業者の斡旋 

 
４－２ 入居申込書受付業務 

（１） 入居申込書受付業務 

県営住宅の竣工約４ヶ月前に、県営住宅入居申込書、敷金の徴収猶予申請書、誓約書の配 

付・受取業務を行う。 

 
（２） 関連書類 

入居申込書受付業務に関連する書類。 

 
４－３ 住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務 

（１） 住戸抽選会の実施業務 

ア 県営住宅の竣工約３ヶ月前に、住戸抽選会の実施に係る業務を行う。  

イ 住戸抽選会に先立ち、案内文の作成と移転者への送付を行う。 
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ウ 住戸抽選会に先立ち、入居に係る関連資料の配付を行い、住戸抽選会当日に、移転者が

記載及び捺印済の移転承諾書の受け取りを行う。 

エ 抽選は、各住戸タイプ別に時間帯を設定して行う。会場は集まる人数に応じて、適宜確

保する。手順は以下の通りである。 

(ｱ) 抽選は、予備抽選と本抽選の２回行う。 

(ｲ) 予備抽選は、県営住宅の各住戸タイプ別に番号札が入った箱を使用して抽選を行う。 

(ｳ) 本抽選は、予備抽選で引いた数字の順番に、再度、番号札が入った箱を使用して抽 

選を行う。 

(ｴ) 移転者が本抽選で引いた数字の順に住戸を選定し、入居者移転支援企業がその結果

を取りまとめ、速やかに県に報告を行う。 

(ｵ) 欠席者、遅刻者は、抽選会終了後、残りの住戸から住戸を選択し、決定する。 

 
（２） 入居者決定支援業務 

住戸抽選会の結果を受けて、県が実施する入居者決定業務の支援業務として、関連書類

の配付、受け取り及び内容の確認等を行う。 

 
（３） 関連書類 

住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務に関連する書類。 

 
４－４ 入居手続き支援及び移転確認業務 

（１） 移転承諾書の受取業務及び県営住宅建替事業移転料支払い契約締結業務 

ア 住戸抽選会時に受け取った移転承諾書について、内容を確認する。 

 
（２） 入居説明会の実施業務 

ア 入居説明会開催前に、入居説明会開催案内の作成及び送付を行う。 

イ 入居説明資料の作成を行い、入居説明会時に資料の配付や、説明会会場の確保と設営等

を行う。 

ウ 入居説明会時に、各種書類の受取、入居に関する事務手続きの説明及び県営住宅の鍵渡

しの件の代行業務を行う。 

エ 配付した請書及びその他関係書類を受け取るとともに、敷金の納付を確認の上、それと

引き換えに県営住宅の鍵及び入居承認書を渡す。請書及びその他関係書類は内容を確認の

上、速やかに県に提出する。 

オ  入居説明会時に、住戸抽選会開催案内とともに配付した移転料振込口座申請書を受け取り、

預金通帳（名義人口座）の確認等を行い、名義人、口座番号の確認を行う。 

 
（３） 移転者の移転確認業務 

ア 移転者に対して、移転が完了したことを確認後、県営住宅明渡し届、移転料請求書につ

いては、鍵とともに移転後に受け取り、内容の確認をする。県営住宅明渡し届については、

県住宅供給公社に提出する。 

イ 空き住戸の検査を行い、移転者が処理すべき物品等を残置している場合は、県に連絡し、 

移転者にその状況と、撤去完了確認後に移転料が支払われることを通知する。 

ウ 上記検査で問題がないと確認できた場合は、鍵を県に返還するとともに、移転者に対し

て移転料の請求方法について説明を行うものとする。 

 

（４） 関連書類 

入居手続き及び移転料の支払い業務に関連する書類。 

 
４－５ 移転日調整等業務 

（１） 移転開始前業務 

移転を開始する前に、移転者の引越が円滑に実施されるように、入居者移転支援企業が移

転者の引越日の調整を行う。また、移転者の引越日の調整結果を、適時県に報告を行う。 
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（２） 移転後業務 

移転後に、移転者の引越実施日について、適時県に報告を行う。 

 
（３） 引越業者の斡旋 

引越業者の斡旋を希望する移転者に対しては、高齢者や障がい者についても県の定める移 

転料以下の料金で引越作業実施が可能となる等の優良な引越業者を斡旋する。 

（移転料の実績：団地外 192、000 円、団地内 160、000 円、ただし、電話のない場合 2、

000 円を減額する。） 
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５ 県営住宅管理業務に関する要求水準 

 
５－１ 県営住宅管理業務の範囲 

 
（１） 業務の目的 

県営住宅管理企業が、県営住宅の品質・品格を保持し、環境衛生上良好な状態を維持す

ることにより、入居者等の安全性、利便性、快適性の維持に努め、県営住宅を適切に管理

することを目的とする。 

また、本業務の実施にあたっては、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の流行状

況に留意し、感染予防対策を充分に行うこと。 

 
（２） 基本方針 

ア 入居者が、安全かつ快適に施設等を利用できることを第一に、業務を実施する。 

イ  関連法令及び条例等の規定を遵守し、法令等に定める必要な有資格者等、適切な業務従

事者を派遣する。 

ウ  徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づく県営住宅の設置目的を踏まえ

た、利用の促進及び家賃の徴収業務の実施により、入居率の向上、滞納防止に努める。 

エ 効率的な管理運営を行い、管理運営費の節減に努める。 

オ 入居者の意見を管理運営に反映させるとともに、入居者の平等かつ公平な利用を確保す

る。 

カ 施設の性能及び機能を維持し、入居者へのサービスが円滑に提供されるよう施設の保守

管理を行う。 

キ 個人情報の保護を徹底する。 

ク ライフサイクルコストの低減及び、省資源、省エネルギーなど、環境に配慮する。 

ケ 近隣住民や関係機関との良好な関係を維持する。 

コ 業務の実施について疑義が生じた場合は、県と協議を行う。 

サ 業務の実施にかかる費用については、県営住宅管理企業にて負担する。 

 
（３） 業務内容 

県営住宅管理企業は、次の業務項目について、関係法令及び条例等に基づき適切に業務

を、遂行すること。 

（各種維持管理業務の処理状況について、令和２年度の実績は【添付資料 12】を参照。） 

 ア 県営住宅の入居者の募集及び入居に関する業務 

イ 県営住宅の家賃に関する業務 

ウ 各種承認及び届出に関する業務 

エ 入居者の保管義務違反に対する指導に関する業務 

オ 県営住宅の維持修繕に関する業務 

カ 県営住宅の保守点検管理に関する業務 

キ 県営住宅の駐車場管理に関する業務 

ク 県営住宅の退去に関する業務 

ケ 収入超過者及び高額所得者に対する督促に関する業務  

コ 法律・条例等の改正情報等の周知に関する業務  

サ その他県営住宅の管理運営に関する業務 

 
（４） 業務対象 

新浜町団地の県営住宅（143 戸）及び付帯施設を対象とする。 

 

（５） 業務スケジュール 

ア 業務の開始時期 新２号棟の竣工日より業務を開始する。 

イ 業務の終了時期 令和 20年 3 月 31 日  
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（６） 情報管理 

ア 業務の実施を通じて知り得た情報 

県営住宅管理企業もしくは本業務の全部または一部に従事する職員は、本業務の実施によっ

て知り得た秘密及び県の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に漏らし、または他

の目的に使用してはならない。また、県営住宅管理企業の業務期間が満了し、または 県営住

宅管理企業の指定が取り消され、もしくは従事者の職務を退いた後においても同様とする。 

イ 個人情報 

県営住宅管理企業は、本事業に定める業務の履行に伴う個人情報の取扱いについては、その

取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個

人情報の保護を図るため必要な措置を講ずること。また、個人情報記載の書類に関しては、施

錠のできる書庫に保管を行うこととする。 

個人情報の漏えい等の行為には、徳島県個人情報保護条例に基づき罰則が適用される場合が

あること。 

必要な措置の詳細については、協定書において定めることとする。 

 
（７） 業務実施体制 

管理運営業務を適切に実施するために、職員を配置すること。 

ア 県営住宅管理企業は、県営住宅維持管理業務全体を総括する総括責任者を定めること。  

イ 業務従事者は、業務内容に応じて必要な知識及び技能を有するものとすること。 

ウ 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行 

うものとする。また団地内において業務を実施するときは、県営住宅管理企業の業務従事者

であることを表示する腕章等を着用させ、業務中はその資格を示す証票を携帯し、県又は入

居者等から請求があった場合は提示すること。 

エ 本業務の実施に先立ち、業務実施体制（総括責任及び業務従事者の氏名、年齢を記載した 

名簿及び資格証の写し等）を提出すること。 

オ 職員に対し研修を実施し、管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。 

カ 対面の窓口を設置し、入居者からの各種申請・相談・問い合わせに対応できる体制をとる 

ものとする。 

 
（８） 県営住宅管理企業の窓口開設時間 

土・日曜、祝日及び年末年始の期間は休みとすることができるが、入居者等からの苦情等 

の問い合わせ、緊急修繕等の要望に対応できる実施体制をとること。 

 
（９） 電算システムにおける情報処理体制 

ア 入居者情報等を管理する電算システムについては、県指定のものを使用することとする。 

システム機器・環境整備については、県と協議の上、県営住宅管理企業が用意するものとす

る。なお、電算システムについては、事業期間中２回程度の更新を予定している。 

イ  県営住宅管理企業は、電算システムの入力・管理の責任者を定めるものとする。セキュリ

ティに関しては、ＩＤ・パスワードを設定の上、機器設置場所をパーテーションで仕切るな

ど、第三者が容易に閲覧できない環境を整えるものとする。 

ウ システム利用にあたり、専用回線を用意するものとする。 

 

（１０） 業務計画書等 

ア 各業務における、期間（事業期間、年度、月等）ごとの業務計画書及び業務内容を定めた

業務仕様書を県に提出し確認を受けること。それらに基づき業務を実施すること。 

イ 業務の実施日については、業務計画書等において業務工程を作成し、県の確認を受けるこ

と。 

ウ 業務計画書及び業務仕様書は、県営住宅管理企業の提案に基づく内容とし、質の高いサー

ビスの提供に努めるものとすること。また、当該計画書等において、災害等の発生を想定し

た予防措置及び、発生した場合の危機管理体制や対応等を定めた計画を盛り込むこと。 
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５－２ 県営住宅の入居者の募集に関する業務 

 
（１） 募集計画 

ア 募集のしおりの作成 

県営住宅管理企業は、入居者の募集を行う必要性が生じた県営住宅の入居募集を行うた

め、募集のしおり（案内書、申込書等）の作成・印刷などの業務を行うものとする。なお、

公募計画の作成、特定入居の決定（公募しない特別事由）及び募集期間・募集回数・抽選場

所・日時の決定など諸条件の設定については、県と協議すること。 

イ 募集計画の公報 

県営住宅管理企業は、県から広報記事（公報「県庁だより」等）に関する資料作成依頼が

あれば、資料等を作成し、県に提出するものとする。また、募集案内書及び入居申込書を県

指定の場所へ配付すること。 

ウ 問い合わせの対応 

電話、窓口等において申込希望者からの入居者資格等の問い合わせに対応すること。 

 
（２） 入居業務 

ア  公募における入居業務 

(ｱ) 募集準備 

県営住宅管理企業は、入居者を募集するにあたり、募集可能住宅を把握した上で、

募集計画書（様式 1）を作成し、県に提出するものとする。 

(ｲ)  申込受付会場の準備 

県営住宅管理企業は、申込の受付けを実施するために必要な会場の手配等の準備を

行うものとする。 

(ｳ)  入居申込の受付・審査 

県営住宅管理企業は、入居申込みをしようとする者に対して、申込書の指導を行う

とともに、提出された申込書を受付け、受付簿を作成し、申込書の審査を行うものと

する。審査後、申込状況及び受付結果を添えて入居申込書を県に進達するものとす

る。 

(ｴ) 抽選会説明資料の作成 

県営住宅管理企業は、抽選会実施要領を作成し、県に提出するものとする。 

(ｵ) 抽選会場の準備 

県営住宅管理企業は、抽選を実施するために必要な会場手配等の準備を行うものとす

る。 

(ｶ) 公開抽選会の実施 

県営住宅管理企業は、公開による抽選会を実施するものとする。 

(ｷ) 当選者（補欠者を含む。）及び落選者名簿の作成、整理 

県営住宅管理企業は、当選者及び補欠者、ならびに落選者名簿を作成し、整理保存

しなければならない。 

(ｸ)  抽選結果の報告の作成・送付 

県営住宅管理企業は、上記抽選結果について、抽選の実施後、当選者及び補欠者、

ならびに落選者名簿を添えて速やかに県に提出するものとする。また、当選者及び補

欠者に対し入居手続きに関する書類を添えて通知するものとする。 

(ｹ) 入居資格審査 

県営住宅管理企業は、当選者等の住宅斡旋予定者に対して、入居資格審査に必要な

書類（所得証明書、住民票等）の提出等を指示し、これらに基づき入居資格審査（県

営住宅の入居有資格者であるか否かの審査）を行うものとする。審査終了後、県営住

宅管理企業は、実態調査票（様式 2）、入居予定者一覧表（様式 3）を作成、添付の

上、速やかに県に進達するものとする。  
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(ｺ) 入居説明会の実施 

県営住宅管理企業は、入居予定者を対象として、入居予定日より 10 日以前に、必

要な手続きその他住宅の設備及び使用に関する説明会を開催するものとする。また、

入居予定者に対して説明会の開催について必要な案内を行うものとする。併せて、県

営住宅管理企業は、入居説明会の会場の手配等及び説明資料の作成などの事前準備を

行うものとする。説明資料については、【添付資料 10】を参考とする。 

また、この作成資料については、作成後、説明会実施前に県に了承を得るものとす

る。なお、入居予定者が少数であった場合は、説明会の開催によらずに入居予定者に

対する個別説明会の実施によることも認めるものとする。（必要に応じて、車いす常

用者世帯向け住宅の機能測定の立会を行うものとする。） 

(ｻ) 入居開始に係る関係機関との協議 

県営住宅管理企業は、入居開始に際し、関係機関と事前に十分な協議を行うものとす

る。 

(ｼ) 入居手続の説明 

県営住宅管理企業は、入居に際して必要な手続について、入居説明会において次の

業務を実施するとともに、入居予定者がこれらの事項を行うにおいて遺漏なきよう必

要な説明を行うものとする。 

a 入居許可書の交付 

県営住宅管理企業は、県から送付があった入居許可書を、入居予定者に交付する。 

b 請書等関係書類の交付 

県営住宅管理企業は、請書等関係書類を入居予定者に交付し、その記載及び期限ま

での提出等について指導を行うものとする。 

c 敷金納入通知書の交付 

県営住宅管理企業は、県が作成した敷金納入通知書を入居予定者に対して、交付す

るものとし、期限までの敷金払込みについての指導を行うものとする。 

d  住宅入居上の諸注意事項説明 

県営住宅管理企業は、入居予定者に対して県営住宅の使用に関する諸注意事項につ

いての説明を行い、入居者が円滑な使用を行うようあらかじめ指導を行うものとす

る。 

(ｽ) 入居手続 

県営住宅管理企業は、次の事務手続きを行うものとする。 

ａ 請書及び関係書類の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、入居予定者から提出された請書等を受付けし、その記載内容

及び必要な添付書類の有無などの確認及び審査を行い、不備があった場合は直ちにそ

の補正を求め、必要な指導を行うものとする。 

ｂ 敷金納入の確認 

県営住宅管理企業は、入居予定者が敷金を既に納入したかについて、領収証書等に

よりその事実を確認するものとする。 

ｃ 家賃支払い方法の確認 

県営住宅の家賃の納付方法は、口座振替によるもの及び納入通知書による払込みに

よるものの二つの方法があるが、県営住宅管理企業は入居予定者に対してどちらの方

法を選択するか確認するものとする。 

県営住宅の家賃の納入は口座振替による方法を勧奨しているため、その旨入居予定

者に伝え、また、生活保護受給者に対しては、必要に応じて、代理納付制度の説明を

行うものとする。なお、説明に際しては、対象者のプライバシー保護について十分配

慮するものとする。 

ｄ 鍵の交付 

県営住宅管理企業は、a からｃの手続きを終了し、必要書類を県に進達した後に、当

該入居を許可した住宅の鍵を入居者に対して交付するものとする。 

(ｾ) 入居者名簿の作成及び住宅管理人への送付 

入居者名簿を作成し、入居者がいる団地の住宅管理人へ送付するものとする。 
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イ  特定入居（住宅変更）における入居業務 

(ｱ) 入居申込の受付 

県営住宅管理企業は、住宅変更の申込みをしようとする者から県営住宅変更入居申込書を受

付けし、その記載内容及び必要な添付書類の有無などの確認及び審査を行った上で、県に進達す

るものとする。県から入居許可書の交付があれば、住宅変更登録者台帳を作成するとともに、入

居許可書を申込者に送付するものとする。 

(ｲ) 入居資格審査  
 ア 公募における入居業務 （ｹ） に同じ 

(ｳ) 入居資格審査結果の通知   
 ア 公募における入居業務 （ｹ） に同じ 

(ｴ) 入居説明会の実施   
 ア 公募における入居業務 （ｺ） に同じ 

(ｵ) 入居開始に係る関係機関との協議 

 ア 公募における入居業務 （ｻ） に同じ 

(ｶ) 入居手続の説明   
 ア 公募における入居業務 （ｼ） に同じ 

(ｷ) 入居手続   
 ア 公募における入居業務 （ｽ） に同じ 

(ｸ) 入居者名簿の作成及び住宅管理人への送付  

  ア 公募における入居業務 （ｾ） に同じ 

ウ  特定入居（住宅変更以外優先入居等）における入居業務 

 (ｱ) 入居申込の受付 

県営住宅管理企業は、入居申込みをしようとする者から申込書を受付けし、その記載内容

及び必要な添付書類の有無などの確認及び審査を行った上で、県に進達するものとする。 

(ｲ) 入居資格審査  
 ア 公募における入居業務 （ｹ） に同じ 

(ｳ) 入居資格審査結果の通知   
 ア 公募における入居業務 （ｹ） に同じ 

(ｴ) 入居説明会の実施   
 ア 公募における入居業務 （ｺ） に同じ 

(ｵ) 入居開始に係る関係機関との協議 

 ア 公募における入居業務 （ｻ） に同じ 

(ｶ) 入居手続の説明   
 ア 公募における入居業務 （ｼ） に同じ 

(ｷ) 入居手続   
 ア 公募における入居業務 （ｽ） に同じ 

(ｸ) 入居者名簿の作成及び住宅管理人への送付 

 ア 公募における入居業務 （ｾ） に同じ 
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５－３ 県営住宅の家賃に関する業務 

 
（１） 家賃決定に要する収入調査 

家賃決定については県が行うが、県営住宅管理企業は当該業務の補助を行う。  

ア 収入申告書等の送付 

県営住宅管理企業は、県と協議の上、記載要領・封筒等の作成及び印刷、収入申告書の出
力を行うものとする。また、入居者に収入申告書等の書類を送付するものとする。なお、こ
の送付及び回収の時期は毎年概ね７月から８月頃を目途とする。 

イ 収入申告書等の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、入居者から提出された収入申告書等を受付けし、その記載内容及び
必要な添付書類の有無などの確認及び審査を行い、不備があった場合は速やかにその補正を
求め、必要な指導を行うものとする。なお、確認及び審査後、収入申告一覧表の出力・チェ
ックを行い、団地コード毎、棟、部屋番号順に編綴するものと共に、概ね８月末頃を目途
として回収の状況と指導結果を記載した名簿を添えて県に進達するものとする。また、電算
システムへの入力も合わせて行う。 

ただし、アの回収期限までに提出のなかった入居者についてはこの限りではないが、未

提出者についても速やかに督促、催告等の必要な対応（処理手順は上記と同じ）を行い、

11 月末頃までに県に進達するものとする。 

ウ 実態調査 

県営住宅管理企業は、提出された収入申告書について、必要があると認められた場合、

入居者の実態調査を実施する。 

 
（２） 家賃の決定 

家賃の決定については県が行うが、県営住宅管理企業は当該業務の補助を行う。  

ア 家賃決定通知書等の送付 

県営住宅管理企業は、県から家賃決定通知書等の交付があれば、入居者に当該書類を送付
するものとする。なお、この時期は毎年概ね１月末頃を目途とするが、随時必要に応じて
行う場合もある。 

イ 意見申立書の受付 

県営住宅管理企業は、上記家賃決定通知書等に対して入居者から意見申立書の提出があっ
た場合、意見申立書を受付けし、その記載内容及び必要な添付書類の有無等の確認及び審査
を行い、不備があった場合は速やかにその補正を求め、必要な指導を行うものとする。 

審査の終了した意見申立書は、速やかに県に進達するものとする。 

ウ 収入再認定請求書等の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、上記収入申告書の提出後に、入居者から収入再認定請求書等の提

出があった場合、これらの請求書等を受付けし、その記載内容及び必要な添付書類の有無

等の確認及び審査を行い､不備があった場合は速やかに補正を求め､必要な指導を行うもの

とする。 

審査の終了した収入再認定請求書等は、速やかに県に進達するものとする。 

エ 審査結果通知書の送付 

県営住宅管理企業は、県から審査結果通知書の交付があれば、入居者に当該書類を送付

または直接交付するものとする。 

 
（３） 家賃の減免・徴収猶予事務 

家賃の減免及び徴収猶予の決定は県が行うが、県営住宅管理企業は当該業務の補助を行

う。 

ア 家賃減免申請書の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、入居者から家賃減免又は徴収猶予の申請があった場合、申請書を受
付けし、その記載内容及び必要な添付書類の有無等の確認及び審査を行い、不備があった場
合は、速やかにその補正を求め、必要な指導を行うものとする。審査の終了した申請書は、
速やかに県に進達するものとする。  
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イ 敷金徴収猶予申請書の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、入居予定者から敷金徴収猶予の申請があった場合、申請書を受付けし、

その記載内容及び必要な添付書類の有無等の確認及び審査を行い、不備があった場合は速やか

にその補正を求め、必要な指導を行うものとする。審査の終了した申請書は、速やかに県に進

達するものとする。 

ウ 審査結果通知書の送付 

審査結果に対する審査結果通知書の作成は県が行い、県営住宅管理企業は県から審査結果通

知書の交付があれば、入居者に当該書類を送付又は直接交付するものとする。 

エ 減免取消 

県営住宅管理企業は、県から取消通知書及び納入通知書の交付があれば、入居者に当該書類

を送付するものとする。 

 
（４） 家賃の徴収 

家賃の徴収に係る主たる業務は県が行うが、県営住宅管理企業は当該業務の補助を行う。 

ア 家賃調定 

(ｱ) ４月 

４月当初、県営住宅管理企業は、現年度の調定を集計し、家賃変動等を確認し、各入居

者について 12 ヶ月調定がされているか等を確認するものとする。また、意見申立、収入再

認定、減免によって減額した入居者の当初減額一覧表の作成を行うものとする。問題がな

ければ、調定調書を県に提出するものとする。 

(ｲ) ５月～翌年３月 

毎月当初、県営住宅管理企業は先月分の調定を集計し、家賃変動等を確認し、各入居

者について１ヶ月調定がされているか等を確認するものとする。確認後、調定増減明細

票を作成し、県に提出するものとする。 

(ｳ) 翌年度４月 

翌年度の４月、県営住宅管理企業は先月分の調定を集計し、家賃変動等を確認し、各

入居者について１ヶ月調定がされているか等を確認するものとする。確認後、調定増減

明細票を作成し、県に提出するものとする。 

また、滞納繰越分の調定収納の点検、確認を行った上で、調定収入調書を作成し、県 

に提出するものとする。 

(ｴ) 翌年度５月 

翌年度の５月、県営住宅管理企業は前年度の調定を集計し、家賃変動等を確認し、各入

居者について 12 ヶ月調定がされているか等を確認するものとする。確認後、調定増減明細

票（追加分）、日計表（現年度分のみ）を作成し、県に提出するものとする。 

(ｵ) 翌年度６月 

翌年度の６月、県営住宅管理企業は前年度分の調定収納の点検、確認を行った上で調定

収入調書及び決算報告を作成し、県に提出するものとする。 

イ 納入通知事務  

県営住宅管理企業は、年度当初ならびに随時に県から家賃納入通知書の交付があれば、入

居者に当該書類を送付するものとする。また、県が指定する期日までに納付するよう指導す

ること。 

入居者の依頼があった場合、必要に応じて家賃納入通知書を再発行するものとする。 

ウ 敷金に係る業務 

入居決定者、退去者に対して、「５－２（２）入居業務」ならびに「５－９（１）入居者 

の退去に関する業務」に準じ、敷金に係る業務を行うこと。 
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エ 口座振替収納 

(ｱ) 口座振替制度の説明等  

県営住宅管理企業は、入居者から口座振替に関する相談があれば、必要に応じて口座

振替制度の説明を行い、申請書等を入居者に送付するものとする。 

(ｲ) 金融機関への事務連絡 

県営住宅管理企業は、振替日の 8 営業日前までに、口座振替データを更新し、県へ連

絡するものとする。 

(ｳ) 口座振替不能通知書等の作成、送付  

県営住宅管理企業は、県から振替結果データの送付を受けた後、電算システムの消込

を行い、口座振替不能通知書等を作成（毎月 10 日頃）し、入居者に当該書類を送付する

ものとする。 

オ 窓口収納 

窓口収納は、指定金融機関の窓口のみとする。 

カ 生活保護費（住宅扶助）代理納付収納 

県営住宅管理企業は、県から消込対象者リストを受領すれば、電算システムの消込を行う

ものとする。 

キ 過誤納整理に係る業務  

過誤納者については、過誤納内訳書（様式 4）を作成し、県へ提出すること。 

 
（５） 家賃滞納整理事務 

家賃滞納整理事務については、債権者である県が実施するものとするが、県営住宅管理企

業は当該業務の補助を行う。 

ア 督促状、催告書の作成  

県営住宅管理企業は、滞納者一覧表を作成し、その中から督促対象者の絞込みを行った上

で、督促状及び催告書を作成し、県に提出するものとする。説明資料については、【添付資

料 14】を参考とする。  

イ 督促状、催告書の送付（毎月） 

県営住宅管理企業は、県から督促状及び催告書の交付があれば、滞納者一覧表との最終照

合を行い、対象者に督促状及び催告書を送付するものとする。なお、督促状及び催告書の発

行は、滞納額が増加した場合も含めて通算で原則 3 回までとする。 

ウ 電話による納付勧奨  

県営住宅管理企業は、滞納月数が１か月の滞納者及び文書・訪問による督促後においても

滞納が解消されない者に対して、電話による納付勧奨を行い、納付に係る意思や納付予定時

期を確認するものとする。  

エ 戸別訪問による納付勧奨 

県営住宅管理企業は、滞納月数が２か月分の滞納者に対し、戸別訪問し、納付勧奨をする

ものとする。 

    オ 面談による納付勧奨 

      県営住宅管理企業は、滞納月数が４か月の滞納者に対し、面談を行い、納付勧奨をするも

のとする。 

カ 滞納整理結果報告書の作成、送付  

県営住宅管理企業は、上記手続が終了すれば、滞納整理結果報告書を作成し、県に送付す

るものとする。 

キ 法的措置（明渡等訴訟）に関する補助業務  

法的措置対象者については、県の指示に基づき次の訴訟事務を行うものとする。 

(ｱ) 明渡等訴訟 

明渡等訴訟の対象者については、最大 10 回程度をめどに現地訪問等により、居住の有

無の確認を行う。対象者が居住不明等であった場合には、管理人（設置している場合）、

近隣、連帯保証人及び親族等への事情聴取等の居住状況調査を行うものとする。明渡等

訴訟の対象者が居住中である場合には、訴訟となっている事実の説明を行うものとする。 

(ｲ) 強制執行 



27  

明渡しの強制執行に際しては、必要となる立会人、鍵交換業者、引越業者等の手配を

補助するものとする。強制執行による住宅明渡に際して残置物等がある場合は、県営住

宅管理企業自らが確保した保管場所への運搬等の手続を行い、一時保管するとともに、

残存物の引継ぎのための被相続人の所在等の調査や被相続人との調整及び残存物毎の廃

棄の判断を行い、一定期間経過後は廃棄手続の調整を行う。  
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５－４ 各種承認及び届出に関する業務 

 

県営住宅管理企業は、県が行う県営住宅の使用に係る承認等の補助業務を行う。 

ア 申請行為等の相談、指導 

県営住宅管理企業は、入居者から県営住宅に係る申請行為等について相談を受けるものとし、
相談があった場合は、その内容について確認し、入居者が行うべき手続きその他について必要
な指導を行うものとする。 

イ 申請書等の受付、審査 

(ｱ)  入居承継承認事務 

県営住宅管理企業は、入居者から入居承継承認の申請があった場合、申請書を受付けし、

その記載内容及び必要な添付書類の有無等の確認及び審査を行い、不備があった場合は速

やかにその補正を求め、必要な指導を行うものとする。 

審査の終了した入居承継承認申請書は速やかに県に進達し、県から入居承継承認書の交

付があれば、入居者に当該書類を送付するものとする。 

(ｲ) 同居承認事務（一時同居を含む） 

（ｱ） に同じ 

(ｳ) 連帯保証人変更承認事務 

（ｱ） に同じ 

(ｴ) 連帯保証人住所・氏名変更事務 

（ｱ） に同じ 

(ｵ) 同居者異動事務 

（ｱ） に同じ 

(ｶ) 併用承認事務 

（ｱ） に同じ 

(ｷ) 自動車保管場所使用承認事務 

（ｱ） に同じ 

(ｸ) 一時不在承認（許可）事務 

（ｱ） に同じ 

 
５－５ 入居者の保管義務違反に対する指導に関する業務 

 

県営住宅管理企業は、入居者等の保管義務について常に注意を払い、実態把握に努め、県

の承認が必要なものについては、前記「５－４ 各種承認及び届出に関する業務」に基づき事

前に必要な手続きを取らせるとともに、入居者への指導及び適宜県への報告など必要な措置

を講じるものとする。 

なお、当該保管義務違反に対しての県営住宅明渡請求及び損害賠償請求などの法的措置は、

県が行うものとし、県営住宅管理企業は県が法的措置を行えるよう現地での実態把握、指導

状況など必要な対応を行うものとする。  

ア 保管義務違反の有無の調査報告 

県営住宅管理企業は、入居者の保管義務に違反する以下の行為についての情報を得た場合に
は、遅滞なく当該入居者等に対する事情聴取及び現地調査等を行い、その事実を確認し実態 
を把握するものとする。 

(ｱ) 故意棄損 

入居者は、故意に県営住宅を滅失し、又は棄損してはならない。 

(ｲ) 無断転貸 

入居者は県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を譲渡することはできない。 

(ｳ) 無断同居 

入居者は県の承認なくして入居の際に同居した親族以外の者を同居させてはならない。 

(ｴ) 無断増改築 

入居者は、県の承認なくして県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。 



29  

(ｵ) 迷惑行為 

入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

(ｶ) 住宅不使用 

入居者は、正当な事由なくして引き続き１ヵ月以上県営住宅を不使用であってはなら

ない。 

(ｷ) その他 

入居者は、県営住宅の用途を変更してはならない。 

イ 是正指導及び是正内容の確認、報告 

県営住宅管理企業は、上記アの保管義務違反の事実を確認した場合は、遅滞なく当該入居

者に対して是正を指導するものとする。 

県営住宅管理企業は、指導の内容について遅滞なく県に報告すると共に、指導の結果、違

反事項が指導内容に従って是正されたかについて、期限を定めて当該入居者に確認し、是正

が行われるように継続して指導するものとする。 

また、当該指導結果については、確認後、速やかに県に報告するものとする。 

ウ 連帯保証人への協力要請 

対入居者の保管義務違反の是正に当っては、県営住宅管理企業は連帯保証人に対して協力

を求め、連携の下に是正に向けた指導を行うものとする。 

 
５－６ 県営住宅の維持修繕に関する業務 

 
（１） 一般修繕（緊急修繕を含む）に係る設計、発注、監督、検査 

県営住宅管理企業は以下の一般修繕（緊急修繕を含む）を行うものとする。  

ア 負担区分審査 

県営住宅管理企業は､入居者から修繕依頼があった場合､確認､受付､指導を行った上で､当

該修繕が入居者又は県営住宅管理企業いずれの負担対象になるかについて審査を行う。 

イ 設計・施工 

(ｱ) 入居者負担対象修繕  

県営住宅管理企業は、入居者が当該修繕を施工するにあたり指導監督を行い、完了す

れば、検査確認を行うものとする。 

(ｲ) 県営住宅管理企業負担対象修繕 

県営住宅管理企業は、当該修繕を行うにあたり、実地調査を行った上で設計、施工す

るものとする。 

ウ 修繕工事実施状況報告及び工事管理台帳の作成、提出 

県営住宅管理企業は、工事が完了すれば、検査及び確認し、修繕工事に係る業務の遂行状

況についての修繕工事実施状況報告書を作成し、県の確認及び検査を受けるものとする。ま

た、県営住宅管理企業は、管理期間終了後、工事管理台帳を作成し、県の確認及び検査を受

けるものとする。 

 
（２） 空家修繕 

県営住宅管理企業は、【別紙 4】修繕負担区分表に基づき以下の空家修繕業務を行う。  

ア 空家現状確認 

県営住宅管理企業は、入居者から明渡届の提出があれば、対象となる空家の現状を確認

し、【別紙 4】修繕負担区分表に基づくチェックリストを作成した上で、仮締錠するもの

とする。 

イ 仕様書作成 

県営住宅管理企業は、空家現状確認に基づく仕様書を作成し、県に事前報告するものとす

る。 
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ウ 施工 

県営住宅管理企業は、上記仕様書について、県の審査及び承認を受けた上で、空家修繕

工事を施工するものとし、完了すれば県に報告するものとする。 

 
（３） 計画修繕 

県営住宅管理企業は、以下項目について修繕更新業務を実施するものとする。  

ア 屋上防水及び関連工事（対象：１号棟，５号棟，６号棟，集会所） 

県営住宅管理企業は、事業期間中に初期性能を保つように県営住宅の屋上防水等の大規

模な修繕・更新を行う。 

イ 畳更新及び付帯工事（対象：１号棟，５号棟，６号棟，集会所） 

県営住宅管理企業は､事業期間中に１回以上各住戸の畳の更新及び更新に付帯する修繕を

行う。 

ウ 量水器の取替え工事（対象：新２号棟，１号棟，５号棟，６号棟，集会所） 

県営住宅管理企業は、施設引き渡し後８年以内ごとに、各住戸の量水器の取替え及び取

替えに付帯する修繕を行う。詳細については、徳島市水道局と協議すること 

エ 長期修繕の実施（対象：新２号棟） 

県営住宅管理企業は、上記修繕に加えて必要と考える修繕を、実施年度、修繕部位及び

その範囲、更新の部位及びその範囲、仕様と工法、概算修繕費用等を記載した長期修繕計

画書を作成し実施する。長期修繕計画書は維持管理業務の開始前に県に確認を受けること。 

 
（４） 模様替承認願 

県営住宅管理企業は、入居者から模様替承認願の提出があれば、それを受付、審査し、

県に進達するものとする。また、県から承認書の交付があれば、入居者へ当該書類を送付

するものとする。 

 
５－７ 県営住宅の保守点検管理に関する業務 

 
（１） 県営住宅の保守点検管理 

県営住宅管理企業は、県営住宅が適正に維持されるように次に定める必要な管理保全を

行うものとする。 

ア エレベーター保守管理業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置しているエレベーター等の昇降機施設の日常の保

守点検管理及び法定点検を行うものとする。 

イ 消防設備等保守管理業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置している関係法令に定める消防防災設備の日常の

保守点検管理及び法定点検を行うものとする。 

ウ 簡易専用水道施設の保守管理業務 

県営住宅管理企業は、簡易専用水道施設に係る日常の保守点検管理を行うものとする。な

お、点検内容及び回数については、関係法令の定めるところにより実施するものとする。

また、有効容量 10 ㎥以下の受水槽設備についても同様とする。 

エ テレビ共聴設備点検業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置しているテレビ共聴設備の点検を行うものとする。 

オ 自家用電気工作物の保守点検業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置している自家用電気工作物の保守点検管理及び法

定点検を行うものとする。 

カ 汚水処理施設の保守点検業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置している浄化槽等の汚水処理施設の日常の保守点

検管理及び法定点検を行うものとする。  
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キ 集会所の保守点検業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置している集会所の保守点検管理及び法定点検を行う

ものとする。 

ク 遊具、砂場の保守点検業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置している遊具、砂場等の保守点検管理及び法定点検

を行うものとする。 

ケ 貯水槽清掃等建物の環境衛生関連業務  

県営住宅管理企業は、毎年度県営住宅の貯水槽（高架水槽及び受水槽）の清掃を行い、法

定検査を受けるものとする 

コ 樹木の維持管理業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅に設置している３ｍ以上の樹木を適切に維持管理すること

により、豊かで美しい施設環境を維持するものとする。 

 
（２） 防火管理業務 

県営住宅管理企業は、防火管理者の資格を有する者を配置し、消防法第８条に基づく防火

管理者の業務を行う。 

 
（３） 住宅巡回業務 

住宅巡回業務は、次のとおりとする。 

ア  良好な住環境の維持のため、迷惑駐車をしている車両がないか等、パトロールを実施し、 

団地パトロール実施記録簿（様式 5）を整備すること。 

イ 県から送付のあった文書の配布を行うこと。 

 
（４） 共益費に関する指導等 

県営住宅管理企業は、県営住宅等が適正に管理運営されるように常に施設の現況把握に努

めるとともに、共益費の支払い等の必要な指導を行うものとする。 

 
５－８ 県営住宅の駐車場管理に関する業務 

 
駐車場使用許可の決定は県が行うが、県営住宅管理企業は当該業務の補助を行う。 

 
（１） 県営住宅駐車場使用許可申請書の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、入居者から県営住宅駐車場使用許可申請書の申請があった場合、申

請書を受付けし、その記載内容及び、必要な添付書類の有無等の確認及び審査を行い、不備

があった場合は速やかにその補正を求め、必要な指導を行うものとする。 

審査の終了した申請書は、速やかに県に進達するものとする。 

 
（２） 使用許可書の送付 

審査結果に対する使用許可書の作成は県が行い、県営住宅管理企業は県から使用許可書の

交付があれば、入居者に当該書類を送付又は直接交付するものとする。 

 
（３） 駐車場利用申込受付事務 

ア 新築県営住宅の現地引継への立会 

イ 入居説明会での駐車場利用申込手続きの説明、保証金納付書の配付、その他利用に関する 

事の説明 

ウ 団地役員に駐車場の確保願い 

エ 県営住宅駐車場使用許可申請書の受付、審査、進達 
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（４） 自動車保管場所使用承諾証明書発行事務 

ア 駐車場及び住宅情報電算確認(入居者、駐車料及び家賃の滞納の確認) 

イ 手続きの不備の確認 

ウ 自動車保管場所使用承諾申請書の受理 

エ 保管場所使用承諾証明書の発行・交付 

オ 申請者に車種等変更申請の伝達 

 
（５） 使用許可書等発行事務及び諸届申請受付事務 

ア 県営住宅駐車場使用許可変更届（名義変更）に関すること。 

(ｱ) 駐車場及び住宅情報電算確認（入居者、駐車料及び家賃の滞納ないことを確認） 

(ｲ) 県営住宅駐車場使用許可変更届の受理 

イ 県営住宅駐車場使用許可変更届（車種変更）に関すること。 

(ｱ) 駐車場及び住宅情報電算確認（入居者、駐車料及び家賃の滞納ないことを確認） 

(ｲ) 県営住宅駐車場使用許可変更届（車種変更用）の受理 

ウ 県営住宅駐車場使用許可変更届（場所変更）に関すること。 

(ｱ) 駐車場及び住宅情報電算確認（入居者、駐車料及び家賃の滞納ないことを確認） 

(ｲ) 県営住宅駐車場使用許可変更届（場所変更用）の受理 

エ 駐車場使用料の減免・徴収の猶予に関すること。 

(ｱ) 車検証、運転免許証、許可書、身体障害者手帳等の確認（氏名、障害名、現住所、自 動

車税の減免の確認及び同居者が障害者の場合、住民票の確認） 

(ｲ) 駐車場使用料減額申請の受理及び審査、進達 

オ 県営住宅駐車場明渡し届に関すること。 

(ｱ) 県営住宅駐車場明渡し届の受理及び審査、進達 

(ｲ) 保証金等の返還事務の補助 

 
（６） 駐車場使用料等収納管理業務 

ア 駐車場使用料請求に関すること。 

督促状等の通知 

イ 保証金(３か月分)に関すること。 

県営住宅管理企業は、駐車場新規契約名簿（様式 6）を県に提出したのち、保証金納付書

の発行を受ける。県から発行を受けた後は、速やかに対象者へ納付書の交付、納付指導を行

うものとする。利用予定者が保証金を既に納入したかについて、領収書等によりその事実を

確認するものとする。 

保証金納付書の通知、督促指導 

 
（７） 駐車場使用料滞納等対策事務 

ア 駐車場使用料滞納整理に関すること。 

３か月滞納金の督促 

イ 滞納駐車場使用料の督促状、利用許可取消事務に関すること。 

督促状（１、２か月）、使用許可取消（３か月）の送付 

ウ 還付金処理事務に関すること。 

使用中止者、強制明渡し者保証金還付充当通知 

エ 電算システムへのデータ登録に関すること。 

異動データチェック及び集計業務、デ－タ更新 

 
（８） 駐車場施設に係る苦情・要望等処理に関する事務 

対面のほか電話窓口を設置し、入居者からの各種申請・相談・問い合わせに対応できる体制

をとるものとする。土・日曜、祝日及び年末年始の期間は休みとすることができるが、入居者

等からの苦情等の問い合わせ、緊急修繕の要望に対応できる実施体制をとること。 
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（９） 電算データ作成及び請書等関係書類の整理 

県営住宅管理企業は、請書等関係書類を駐車場利用予定者に交付し、その記載内容及び必

要な添付書類の有無などの確認及び審査を行う。不備があった場合は直ちにその補正を求め、

期限までの提出等について指導を行うものとする。また、駐車場利用に係る電算システムへ

の入力も合わせて行う。 

 
５－９ 県営住宅の退去に関する業務 

 

県営住宅管理企業は、入居者の県営住宅退去に関する以下の業務を行うものとする。  

（１） 退去手続等の指導 

県営住宅管理企業は、入居者から県営住宅に係る退去行為等について相談を受けるものと

し、相談があった場合は、その内容について確認し、入居者が行うべき手続その他について

必要な指導を行うものとする。 

（２） 明渡届の受付、審査、進達 

県営住宅管理企業は、入居者から県営住宅の退去に係る届出があった場合、明渡届を受付

けし、その記載内容及び必要な添付書類の有無等の確認及び審査を行い、不備があった場合

は速やかにその補正を求め、必要な指導を行うものとする。 

審査の終了した明渡届は、速やかに県に進達するものとする。 

（３） 未納家賃の確認及び支払指導、連絡先確認 

県営住宅管理企業は、県営住宅入居者の退去に際して、未納家賃の有無を確認し、未納家

賃がある場合は、退去に際してこれを納付するよう指導を行うものとする。 

また、退去後に当該入居者に連絡を取る必要が生ずることがあるため、県営住宅管理企業

は退去後の連絡先について必ず確認を行うものとする。 

（４） 住宅退去検査 

退去検査に係る業務は次のとおりとする。 

ア 県営住宅管理企業は、県営住宅の入居者が退去を行う際には、入居者が必要な原状回復

措置を行っているか、以下の検査業務を行うものとする。検査の結果、これに瑕疵あると

きは、直ちに入居者に負担する修繕の事項・範囲を指示するものとし、指示内容について

是正されているか再度検査を行うものとする。 

(ｱ)  荷物撤去状況を確認する 

(ｲ)  破損・汚損箇所を確認する 

イ 必要に応じ退去者に修繕業者の発注等を行うこと 

ウ  鍵は退去日に受領し、これを保管すること 

エ 退去者一覧表(様式 7)に明渡届を添えて、県へ提出すること 

オ 敷金充当調書(様式 8)並びに充当分の家賃納付書を県に提出すること  

カ 家賃等の日割計算の額及び納入状況を確認すること 

 
５－１０ 収入超過者及び高額所得者に対する督促等に関する業務 

 

県営住宅管理企業は、収入超過者及び高額所得者への指導に関する業務の補助を行う。  

（１） 収入超過者への指導に関する業務 

県営住宅管理企業は、県が収入超過者に対して行う指導に必要となる通知文書の作成、送

付等に関する補助業務を行うものとする。 

（２） 高額所得者への指導に関する業務 

県営住宅管理企業は、県が高額所得者に対して行う指導に必要となる通知文書の作成、送

付等に関する補助業務を行うものとする。 
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５－１１ 法律・条例等の改正情報の周知に関する業務 

 

県営住宅管理企業は、法律・条例等の改正により生じる制度改正等が円滑に実施されるよ

う入居者等に周知を行うと共に、入居者等に対する説明会の実施の補助業務を行うものとす

る。 

（１） 入居者に対する法律、条例等の周知  

入居者に対する法律、条例等の改正があった場合は、県の指示に従い、入居者への周知に

必要な広報その他の周知を行うものとする。  

（２） 入居申込者に対する周知 

県営住宅管理企業は、法律、条例等の改正があった場合は、入居申込みをしようとする者

及び既に入居申込みを行った者に対して、周知を行うものとする。 

（３） チラシの作成、配布  

県営住宅管理企業は、法律、条例等の改正があった場合は、県の指示に従い、周知のチラ

シを作成し、入居者等に対して配布を行うものとする。 

 
５－１２ その他県営住宅の管理運営に関する業務 

 
（１） 県営住宅の苦情処理に関する業務 

県営住宅管理企業は、県営住宅等についての苦情などを受付け、遅滞なく適正にその処理

を行うものとする。 

ア 苦情、要望等の相談、指導及び実態調査  

県営住宅管理企業が、入居者又はその他の者から、県営住宅等に係る苦情、要望その他に

ついての相談又は意見が寄せられた場合は、相手方の立場を理解し問題の解決に向けた適正

な対応を行うものとする。 

また、この苦情、要望などについて、遅滞なく事実関係及び実態等についての調査を実施 

し、問題の的確な把握を行い、対象者への指導及び関係機関との連携による対処等速やかに 

処理を行うものとする。ただし、対応に検討を要する内容のものについては、県と協議する 

ことができる。 

イ 苦情、要望等の報告  

県営住宅管理企業は、上記アの県営住宅等に係る苦情、要望等について受付けを行った場

合は､その対応及び処理方法について､速やかにその内容を記録し､県に報告を行う。また、

当該苦情、要望等についての実態把握、指導及び対処などの状況に応じて、随時必要な報告

を県に行うものとする。 

 
（２） 災害、事故等の状況調査及び報告業務 

火災、天災、事故等の発生により被害が生じたときは、速やかに状況を調査し、応急措置 

を行い､県へ報告し､その指示を仰ぐこと｡また､共済金請求資料を作成し､県に送付すること｡ 

 
（３） 不正入居等防止業務 

不正入居、無断退去等の防止のため、必要な措置を講ずること。 

 
（４） 住宅管理人に係る業務 

住宅管理人の任免及び指導を行うこと。なお、住宅管理人は設置を原則とし、県との協議 

により設置の必要がないと認められる場合には、設置しないことも可能とする。 

 
（５） 自治会に係る業務 

自治会の指導、育成を図ること。 
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（６） 集会所の管理に係る業務 

集会所の予約管理、施錠管理及び入居者への空き情報の連絡を行い、入居者が使用しない

時には、近隣住民等を対象とした運営の実施など、施設の有効利用を行うこと。 

 

（７） 緊急連絡・処理体制の整備業務 

突発的に発生する修繕工事等に対応するため、休日・夜間の連絡・処理体制を整備し、処 

理を行うこと。 

 
（８） マスター・キーの保管を行うこと 

マスター・キーの保管を行うこと。また、保管担当者を決め、県へ報告すること。 

 
（９） 電算システムの入力、運用 

上記各事務に係る電算システムの入力、運用を行うこと。 

 
（１０） その他業務 

その他、管理運営業務に関し必要な業務については、徳島県が指導等を行うこととする。 

 
（１１）危機管理対応 

ア  県営住宅管理企業は、自然災害、人為災害、事故等のあらゆる非常事態に備え、あらかじ

め対応マニュアルを作成し徳島県に報告するとともに、職員を指導すること。 

イ  県営住宅管理企業は、次の各号に該当する場合は、速やかに徳島県に報告するとともに、

その指示に従わなければならない 

(ｱ) 災害その他の事故により、負傷者等が発生したとき 

(ｲ) 災害その他の事故により、施設に被害が生じたとき 

(ｳ)  施設の利用を中止する必要が生じたとき 

(ｴ)  その他業務実施上、不測の事態が生じたとき 

 
（１２）規定の制定 

県営住宅管理企業は、管理業務の処理について規定を定めることができるとともに、申請

に対する処分を行おうとする場合は、徳島県行政手続条例に準じ、審査基準等の規定を定め

なければならない。これらの規定を制定し、または改廃するときは、県の承認を受けなけれ

ばならない。 

 
５－１３ 業務内容の報告及びモニタリング 

 

県は、県営住宅管理企業が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理運営を確保するため

に、モニタリングを実施する。 

また、県営住宅管理企業は施設の効果的かつ効率的な管理運営及びサービス向上の観点か

ら、セルフモニタリングを実施すること。 

様式等詳細については、協定書において定める。 

 
（１）業務報告 

ア 県営住宅の維持修繕に関する業務 

県営住宅管理企業は維持修繕の履行状況ならびに業務の処理状況について、各種データを

データベース化し、四半期終了後 15 日以内に、報告書等を県に提出すること。  

イ 県営住宅の保守点検管理に関する業務 

県営住宅管理企業は対象設備の法定点検及び定期点検等を行ったときは、速やかに県に業

務報告書を提出する。また、各種結果データをデータベース化し、四半期終了後 15 日以内

に、報告書等を県に提出すること。 

ウ 収支決算書の作成 
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県営住宅管理企業は､各年度の終了後１ヶ月以内に､本件施設の管理運営業務の実施状況や

利用状況等を正確に記載した事業報告書及び本件施設の収支決算書を作成し､県に提出する。 

エ 緊急時の報告 

県営住宅管理企業は緊急措置を行った場合、速やかに県に報告を行う。 

 

（２）モニタリング 

ア 県営住宅管理企業は、業務の着手前に、各業務に関する業務仕様書及び業務計画書を県に

提出し、県は、要求水準等に適合していることの確認を行う。 

イ 県営住宅管理企業は、各業務の実施状況について県に報告するとともに、県の事前の通知

による説明要求に応じて、適切な方法により説明を行うものとする。また、県は、事前の通

知しに立入検査を実施できるものとする。 

ウ 県による県営住宅維持管理業務のモニタリングの詳細については、事業契約書（案）を参 

照のこと。 

エ 県は、施設の適正な管理運営を期すため、県営住宅管理企業に対し、必要に応じて業務日

誌の点検並びに管理の状況、施設、設備及び各種帳簿等の実地調査を行う。 

 
（３）モニタリングにおいて、業務の不備が指摘された場合の措置 

県営住宅管理企業が、管理運営サービス水準を満たしていないと県が判断したときは、以下

の措置をとる。 

ア 県は、県営住宅管理企業に対し改善措置を勧告し、県営住宅管理企業は改善計画書を提出

する。  

イ 県と県営住宅管理企業から構成される関係者協議会で改善計画書の妥当性を検討する。 

ウ 県は、モニタリングにより改善計画書に従った業務の改善が認められているか判断する。 

エ 県は、改善が認められないと判断した場合、違約金相当額を委託料から減額する。違約金

の設定については、基本協定書を参照すること。 

オ 県は、アからエを経ても、なお、業務の改善が認められないと判断した場合、又は、同一 

の対象業務において連続して 2 回の違約金徴収措置を経た後、さらに違約金を徴収すべき

事由が発生した場合、県営住宅管理企業との契約を取消し、又は、管理運営業務の全部もし

くは一部の停止を命ずる事ができる。 

 
５－１４ 協議 

 
この要求水準書に定めるもののほか、県営住宅管理企業が行う業務の内容及びその処理に

ついて疑義が生じたときは、県と協議し、決定する。 
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６ 地域貢献施設整備事業に関する要求水準 
６－１ 地域貢献施設整備事業の目的 

 
公有財産の有効活用の観点から、県営住宅の整備に併せ、地域貢献施設整備事業の実施によ

り民間のノウハウを活用した施設等の提案を求めるものであり、事業期間を通しての確実な事

業実施を通じて、県営住宅の入居者のみならず近隣住民の利便性向上など、地域づくりに資す

る新たなサービスが提供されることを目的とする。 

地域貢献施設事業については、入札参加グループが独立採算により実施すること。 

地域貢献施設を新設又は既存の県営住宅を改修し活用すること。 

 

（１）整備対象施設 

地域貢献施設事業企業は、以下の表を参考として、１つ又は複数の施設を提案し、整備する

こと。また、当該施設を適切に維持管理、運営すること。 

 

整備対象施設 

（参考） 

「ａｗａもくよんプロジェクト設計競技」で提案のあ

った施設の具体例 

(ｱ)様々なサービスを提供する 

施設との併用住宅 

・移住体験住宅 

・ＳＯＨＯ 

・テレワークスペース 

・デザイナーのためのシェア工房 

・学生向け賃貸住宅 

(ｲ)子育て世帯向け住宅 ・子育て世帯向け住宅 

・移住体験住宅 

(ｳ)地域住民の生活、健康、福祉、

利便等の向上を図るための施設 

・高齢者、子どものための運動施設（体育館，公園） 

・地域の図書室 

・子ども食堂 

(ｴ)上記(ｱ)から(ｳ)以外の 

地域貢献施設 

・福祉施設等 

・スーパーマーケット 

・飲食店 

・学童保育施設 

・貸事務所 

・避難施設 

・防災備蓄倉庫 

・コインランドリー 

・大浴場 など 

 

地域貢献施設整備事業の対象地は、余剰地である新浜町団地の旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12

号棟、及び津田乾開団地の敷地とする。 

選定事業者は、余剰地の測量を行うこと。余剰地については、県から貸付又は売却を行う。 

 

なお、集会所を含む建築物の敷地については旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12 号棟のいずれかの

敷地とし、その用地については、「３－１（３）県営住宅等整備用地の使用について」に基づ

く県営住宅事業用地とする。 

また、選定事業者は、旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12 号棟、津田乾開団地の既存建築物につい

ては、地域貢献施設整備事業の内容に応じて、適宜、解体又は活用のいずれかの方針を定めて

対応すること。ただし、津田乾開団地３号棟は耐震性を有しておらず、それ以外の棟は耐震性を

有していることに留意すること。旧 10 号棟、旧 11 号棟、旧 12 号棟の浄化槽は撤去し新設する

こと。 
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（２） フリースペース 

新２号棟内の「フリースペース」について、利用方法を提案し、運営・維持管理すること。基

本設計図書に記載してある内容は、あくまで例であるため、平常時及び災害時の両方を想定した

フェーズフリーな施設として、具体的な室の利用方法を提案すること。 

 

６－２ 地域貢献施設整備事業の内容 

 

地域貢献施設事業企業は、本事業において県営住宅入居者及び周辺住民に資する事業を実

施できるものとする。 

 

ア 地域貢献施設整備事業の手法及び費用負担、収入等  

地域貢献施設整備事業は、県の同意を条件に、地域貢献施設事業企業の責任において自ら

の収益に資する独立採算事業として実施する。事業に必要な施設については、県営住宅との

合築は不可とし、敷地を分けた別棟として整備する。なお、事業の管理運営費、光熱水費等、

事業実施に必要な費用は全て事業者の負担とし、事業に伴う収入は、全て地域貢献施設事業

企業の収入となる。 

イ 地域貢献施設整備事業に供される施設等の取扱い  

事業に供される建物等の施設については、事業者の所有とする。ただし、事業用地の無償

貸付を受け、かつ、既存の施設を解体せずに活用する場合（下記ウ(ｱ)に限る）の既存の施設

は県所有とする。 

ウ  地域貢献施設整備事業に供される事業用地の取扱い 

事業用地については県営住宅整備用地との分筆を行い、用地の範囲を境界杭などの構造物

で明確にする。また、以下の場合に応じて、事業用地の取扱いを定めるものとする。 

(ｱ) 余剰地を借受けする場合 

余剰地を地域貢献施設用地として借受けを希望する場合、地域貢献施設事業企業に無償

貸付とする。また、既存の施設を解体する場合は、県負担において実施するものとし、既

存事業期間終了後の地域貢献施設事業企業への用地の貸借については、別途示す事業契約

書（案）において定めるものとする。 

(ｲ) 余剰地を取得する場合 

余剰地を地域貢献施設用地又はその他の事業に供される事業用地として、取得を希望す

る場合、地域貢献施設事業企業に売却する。この場合、地域貢献施設事業企業は事業用地

の購入金額を提案すること。売却とする場合の既存施設の解体は実施企業が行うこと。そ

の場合の購入金額は次のとおりとする。 

購入金額＝用地費－解体費 

 

エ  地域貢献施設整備事業として実施できない事業 

地域貢献施設整備事業の業種に関しては、提案する施設利用形態に沿った事業内容とし、か

つ、 次に示す事業等については不可とする。 

(ｱ) 建築基準法により建築することができない用途の事業 

(ｲ)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条

に規定する営業に該当する事業 

(ｳ)  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の事務所の用に供する施設 

(ｴ) 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 条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供する施設 

(ｵ) その他、公序良俗に反する事業又は周辺環境を著しく乱す恐れのある事業 
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６－３ 地域貢献施設整備事業に係る施設整備に関する条件 

 
（１） 法令等の遵守 

ア  建築基準法、都市計画法等を遵守するとともに、提案する建物用途に関連する法令等に適 

合した計画とすること。 

イ  施設整備が開発行為に該当する場合は、地域貢献施設事業企業の責任において許認可等の

取得対応を行うこと。 

 
（２） 周辺環境への配慮 

施設整備においては、工事等による騒音・振動や、車両の運行に対する安全対策、並びに 

建物による日照阻害・電波障害・景観等、周辺環境に対する配慮を十分に行い、近隣住民へ 

の説明や障害に対する対処等、地域貢献施設事業企業の責任及び費用負担において行うこと。 

 

（３） 県営住宅整備業務への配慮 

ア  施設整備に関しては、施設計画や工事計画などにおいて、県営住宅整備業務や良好な居住 

環境への影響を及ぼさないよう、十分な配慮を行うこと。 

イ  電気や水道の引込み、下水の接続等、事業に必要なインフラ関連設備については、県営住 

宅の引込設備等とは別に設けること。 

 

６－４ 地域貢献施設整備事業のスケジュール等 

 
（１） サービスの開始時期 

令和６年１月末までに地域貢献施設整備事業のサービスを開始すること。 

 
（２） 地域貢献施設整備事業の実施期間 

地域貢献施設整備事業の実施期間は、提案によるものとするが、詳細については、別途示

す事業契約書（案）において定める。 

 
（３） 地域貢献施設整備事業の終了 

事業の終了及び終了時の取扱いについては、別途示す事業契約書（案）において定める。 

 

 

 


