
実施方針公表時からの変更箇所

◆要求水準書（市営住宅整備業務・余剰地活用業務編）

要求水準書（市営住宅整備業務・余剰地活用業

務編）〔平成 30年１月 12日公表〕

要求水準書（市営住宅整備業務・余剰地活用業

務編）（案）〔平成 29 年 10 月２日公表〕

P.9 イ 水道・下水道・電気・電話等整備

(ｱ) 水道・下水道（汚水）・電気・電話等整備

全般

水道配水管、下水道（汚水）管、電柱・

電線等の敷設、撤去、移設、必要となる管

径の変更等は適切に検討し、市及び関係機

関等と協議し、適正に事務手続きを行った

うえで実施すること。なお、水道分担金に

ついては、第１次工区（４～６号棟）にお

いて住戸系統130戸、散水系統６ヶ所の20mm

口径の権利を有している。

(ｲ) 雨水排水

事業用地は分流地域であり、現在、事業

用地の雨水は、市道庚申道第 10 号西側に沿

って設置された水路に接続・処理されてい

る。雨水排水については、現状の排水系統

をもとに計画すること。また、公共下水道

排水区別平均流出係数は0.54として計画す

ること。 

ウ 余剰地活用に伴う道路・インフラ整備

道路、水道、下水道（汚水）、雨水排水、ガ

ス、電気・通信等の設置について、市及び関

係機関等と協議し、適正に事務手続きを行っ

たうえで実施すること。なお、水道分担金に

ついては、第２次工区（１～３号棟）におい

て住戸系統 150 戸、散水系統５ヶ所の 20mm 口

径の権利を有している。

イ 水道・下水道・電気・電話等整備

(ｱ) 水道・下水道（汚水）・電気・電話等整備

全般

水道配水管、下水道（汚水）管、電柱・

電線等の敷設、撤去、移設、必要となる管

径の変更等は適切に検討し、市及び関係機

関等と協議し、適正に事務手続きを行った

うえで実施すること。 

(ｲ) 雨水排水

事業用地は分流地域であり、現在、事業

用地の雨水は、市道庚申道第 10 号西側に沿

って設置された水路に接続・処理されてい

る。雨水排水については、現状の排水系統

をもとに計画すること。また、公共下水道

排水区別平均流出係数は0.54として計画す

ること。 

ウ 余剰地活用に伴う道路・インフラ整備

道路、水道、下水道（汚水）、雨水排水、

ガス、電気・通信等の設置について、市及

び関係機関等と協議し、適正に事務手続き

を行ったうえで実施すること。

P.12 (2) 付帯施設 

ア 駐車場 

(ｱ) 平面式駐車場として 30台を確保し、

うち、車いす使用者用駐車場を２台

確保すること。

(2) 付帯施設 

ア 駐車場 

(ｱ) 平面式駐車場として 30 台を確保し、

うち、車いす使用者用駐車場を２台以

上確保すること。 



＜添付資料＞

別紙

１

P.5

【倉庫】

＜第 2 項＞

・照明器具、スイッチ及びコンセントを設置する

こと。

【倉庫】

＜第 2 項＞

・照明器具、スイッチを設置すること。

別紙

１

P.9

【集会室】

＜第 8 項＞

・部屋の大きさに対応した壁掛形エアコン及びエ

アコン用のコンセントを設置すること。

＜第 14 項＞

・使用人数に応じて机・いすを設けること。

【集会室】

＜第 8 項＞

・部屋の大きさに対応したエアコン（別途自治会

による設置）用のコンセントを設置すること。

別紙

１

P.10

【駐車場】

＜第 1 項＞

・建替住宅の良好な居住環境を確保することを優

先し、平面式駐車場として 30 台を配置し、うち、

車いす使用者用駐車場を２台配置すること。

【駐車場】

＜第 1 項＞

・建替住宅の良好な居住環境を確保することを優

先し、平面式駐車場として 30 台を配置し、うち、

車いす使用者用駐車場を２台以上配置するこ

と。

別紙

１

P.11

【駐輪場】

＜第 3 項＞

・駐車マスは、0.5m×1.9m とすること（サイクル

ラックは認めない。）。

【駐輪場】

＜第 3 項＞

・駐車マスは、0.6m×1.9m とすること（サイクル

ラックは認めない。）。

別紙

１

P.13

【住宅用幹線】

＜第 2 項＞

・１住戸当たりの使用電力容量（想定）は、内線

規程（関西電力供給区域内編）に準拠し、40（VA/

㎡）×1戸当たりの占有面積（㎡）+3,000（VA）

に電気調理器分を加算したものとすること。

【住宅用幹線】

＜第 2 項＞

・１住戸当たりの使用電力容量（想定）は、1DK：

3.0kVA、2DK(小)及び 2DK：4.2kVA、3DK：5.4kVA

に電気調理器分を加算したものとすること。

別紙

１

P.14

【配線用遮断器】

＜第 1 項＞

・原則、住戸用幹線は 250AF 以下、共用部分は 50AF

以下とすること。また、共用の分岐回路用は、

必要に応じて漏電遮断器とすること。

【配線用遮断器】

＜第 1 項＞

・原則、住戸用幹線は 225AF 以下、共用部分は 50AF

以下とすること。また、共用の分岐回路用は、

必要に応じて漏電遮断器とすること。

別紙

１

P.15
―

【屋内給水設備】

＜第 1 項＞

・４～６号棟において住戸系統 130 戸、散水系統 6

ヶ所の 20mm口径の水道分担金の権利を有してい

る。



別紙

１

P.18

【便所】

設備名：天井扇用ｺﾝｾﾝﾄ

仕様：2P15A×1E 付抜止

取付位置及び高さ：選定機器により必要に応じて

点検可能な天井内に露出

―



◆要求水準書（入居者移転支援業務編）

要求水準書（入居者移転支援業務編）

〔平成 30年１月 12日公表〕

要求水準書（入居者移転支援業務編）（案）

〔平成 29年 10 月２日公表〕

P.5 ５ 業務概要 

入居者移転支援業務の概要は、以下の通

りである。各業務の目的、詳細な内容、手

続き及び留意事項は、本要求水準書の第３

から第９に示す。なお、市は予め入居者か

ら、市の定める仮移転・本移転期間中に仮

移転・本移転を行う旨を記載した建替承諾

書を取得している。また、仮住居の補修業

務は市が実施する。

５ 業務概要 

入居者移転支援業務の概要は、以下の通

りである。各業務の目的、詳細な内容、手

続き及び留意事項は、本要求水準書の第３

から第９に示す。なお、市は予め入居者か

ら、市の定める仮移転・本移転期間中に仮

移転・本移転を行う旨を記載した建替承諾

書を取得する予定である。また、仮住居の

補修業務は市が実施する。

P.15 (1) 仮移転に係るリスク分担等 

ア 事業者が要求水準書に従って行った対

応にもかかわらず、仮移転者の事由、市の

事由、不可抗力事由又は法令変更事由によ

り、仮移転期間内に仮移転が完了しない場

合は、事業者は仮移転支援業務を３か月間

は延長して行い、市も仮移転の支援を行

う。

(1) 仮移転に係るリスク分担等 

ア 事業者が要求水準書に従って行った対

応にもかかわらず、仮移転者の責に帰すべ

き事由で仮移転期間内に仮移転が完了し

ない場合は、事業者は仮移転支援業務を３

か月間は延長して行い、市も仮移転の支援

を行う。

P.15 (2) その他の留意事項 

ア 仮移転料の支払い業務の関連書類につ

いて、仮移転者からの提出が滞る、又は記

入が間違っている等の不備があれば、市に

報告の上、仮移転者を直接訪れる等の対応

を行い、不備のない書類を速やかに受け取

る。 

イ 事業者が仮移転者に対して関係書類等

を配付又は郵送し、返信が必要な書類があ

る場合は、事業者は料金受取人払又は切手

貼付の返信用封筒を用意する。 

(2) その他の留意事項 

ア 仮移転料の支払い業務の関連書類につ

いて、仮移転者からの提出が滞る、又は

記入が間違っている等の不備があれば、

市に報告の上、仮移転者を直接訪れる等

の対応を行い、不備のない書類を速やか

に受け取る。本移転及び退去の場合も同

様の扱いとする。

イ 事業者が仮移転者に対して関係書類等

を配付又は郵送し、返信が必要な書類があ

る場合は、事業者は料金受取人払又は切手

貼付の返信用封筒を用意する。本移転及び

退去の場合も同様の扱いとする。

P.22 表 第２回入居説明会時に配付する書類 

＜書類名称＞ 

入居時の住宅確認に関するお願い 

＜内容＞ 

入居者が建替住宅で補修の有無を確認し事業

者へ報告を行う書類（今後、市が様式を作成）

表 第２回入居説明会時に配付する書類 

＜書類名称＞ 

入居時の住宅確認に関するお願い 

＜内容＞ 

入居者が建替住宅で補修の有無を確認し事業

者へ報告を行う書類



P.24 表 本移転後業務関連書類 

＜書類名称＞ 

入居時の住宅確認に関するお願い 

＜対象者＞ 

1.本移転者 

2.事業者

＜内容＞ 

入居者が建替住宅で補修の有無を確認し事業

者へ報告を行う書類（今後、市が様式を作成）

表 本移転後業務関連書類 

＜書類名称＞ 

入居時の住宅確認に関するお願い 

＜対象者＞ 

1.本移転者 

2.市

＜内容＞ 

入居者が建替住宅で補修の有無を確認し事業

者へ報告を行う書類

P.26 (1) 本移転に係るリスク分担等 

ア 事業者が要求水準書に従って行った対

応にもかかわらず、本移転者の事由、市の

事由、不可抗力事由又は法令変更事由によ

り、本移転期間内に本移転が完了しない場

合は、事業者は本移転支援業務を３か月間

は延長して行い、市も本移転の支援を行

う。

(1) 本移転に係るリスク分担等 

ア 事業者が要求水準書に従って行った対

応にもかかわらず、本移転者の責に帰すべ

き事由で本移転期間内に本移転が完了し

ない場合は、事業者は本移転支援業務を３

か月間は延長して行い、市も本移転の支援

を行う。



P.26 (2) その他の留意事項

ア 本移転料支払い業務の関連書類につい

て、本移転者からの提出が滞る、又は記入

が間違っている等の不備があれば、市に報

告のうえ、本移転者を直接訪れる等の対応

を行い、不備のない書類を速やかに受け取

る。

イ 事業者が本移転者に対して関係書類等

を配付又は郵送し、返信が必要な書類があ

る場合は、事業者は料金受取人払又は切手

貼付の返信用封筒を用意する。

ウ 本移転支援業務期間においては、定期的

に巡回を行い、必要に応じて掲示板や柵を

設け、ごみの不法投棄等の未然防止に努め

る。

エ 本移転時に事業用地内の不法投棄が発

生した場合は、原則として事業者の費用で

撤去する。ただし、法令上特別な処理を必

要とするものや処理に多額の費用を要す

るものについては、市と協議を行い、市が

事前に了承したものに限り、市が合理的な

費用を負担する。

オ 住戸内の残置ごみについては、４ (6) 

ア (ｲ)に従い本移転者に通知し、本移転者

に撤去を行わせる。なお、事業者が適切な

手続きを経たにもかかわらず撤去されな

い期間が継続することにより、入居者移転

支援業務の実施が困難になると見込まれ

る場合には、市と協議を行い、市が事前に

了承したものに限り、市が合理的な費用を

負担する。

―



P.31 ４ 退去支援業務についての留意事項

(1) 留意事項

ア 退去移転料支払い業務の関連書類につ

いて、退去者からの提出が滞る、又は記

入が間違っている等の不備があれば、市

に報告のうえ、退去者を直接訪れる等の

対応を行い、不備のない書類を速やかに

受け取る。

イ 事業者が退去者に対して関係書類等を

配付又は郵送し、返信が必要な書類があ

る場合は、事業者は料金受取人払又は切

手貼付の返信用封筒を用意する。

ウ 住戸内の残置ごみについては、３ (1) 

ア (ｲ)に従い退去者に通知し、退去者に

撤去を行わせる。なお、事業者が適切な

手続きを経たにもかかわらず撤去されな

い期間が継続することにより、入居者移

転支援業務の実施が困難になると見込ま

れる場合には、市と協議を行い、市が事

前に了承したものに限り、市が合理的な

費用を負担する。

―

P.37 ３ 移転支援実費請求手続きに関する留意事項

(1) 仮移転者が、仮移転開始日の３か月後

までに移転をしなかったことにより、第

３ ４ (5)に示す仮移転料支払い業務を

行わなかった場合においても、移転支援

業務費の減額は行わない。

(2) 本移転者が、本移転開始日の３か月後

までに移転をしなかったことにより、第

４ ４ (6)に示す本移転料支払い業務を

行わなかった場合においても、移転支援

業務費の減額は行わない。 

３ 移転支援実費請求手続きに関する留意事項

本移転者が、本移転開始日の３か月後ま

でに移転をしなかったことにより、第４ ４

(6)に示す本移転料支払い業務を行わなかっ

た場合においても、移転支援業務費の減額

は行わない。



＜添付資料＞

別添

１
入居者移転支援業務の業務分担について 別紙１ 入居者移転支援業務に係る書式リスト

別添

２
移転料の支払いの流れ

別紙２ 入居者移転支援業務の業務分担につい

て

別添

３
各移転料の支払いの考え方について 別紙３ 移転料の支払いの考え方について

別紙 入居者移転支援業務に係る書式リスト

＜ 各様式（別紙１～1６）を添付 ＞
―


