
書類名 貢 内容

1 募集要項(案) 3
2-1-
（4）

事業目的

「中堅所得者向け」とございますが、入居
条件に、必ず所得制限がございますか。
所得制限範囲外でも満額家賃での入居は
可能でしょうか。

入居所得制限はあります。
家賃は、すべての入居者一律です。
入居者が満たず、高所得者が入居する場
合は、設定家賃以上の家賃となります。

2 募集要項(案) 4
2-1-

（6）-1）
⑤

テレビ電波受信
障害調査・対策
業務

提案時に想定される申請業務を含んだ所
での申請業務費用を算出しますが、電波
障害調査費など想定していた額を超えた
場合、又、想定額を下回る場合、交付金
申請等に問題がありますでしょうか。

提案時に提案された金額以上は、支払い
ませんので、見積もりのオーバーラン分は
事業者の負担です。交付金申請は、提案
金額で行います。

3 募集要項(案) 4
2-1-

（6）-1）
-⑥

申請等業務
各種申請の際、町の押印が必要な場合早
急に対応していただけますか？
また、当日押印までしていただけますか？

可能な限り対応します。

4 募集要項(案) 4
2-1-

（6）-1）
⑦

交付金申請手
続等の支援業
務

交付金申請手続等の支援業務とは具体
的にどのような支援業務になりますでしょう
か。

交付金申請に必要な書類の作成支援で
す。町が指示します。

5 募集要項(案) 5
2-1-

（6）-1）
-⑫

入居募集の宣
伝業務、敷金
家賃等の徴収

①敷金家賃等の徴収とありますが、構成
企業、もしくは協力企業管理口座に入居
者より入金された後、町に納入でよろしい
でしょうか？
②家賃未払時の際の振込手数料は、入居
者負担でもよろしいでしょうか？
③ＳＰＣ家賃口座を協力企業にて管理さ
せて良いでしょうか？
④家賃収納規定をご教示頂けますか？

①お見込のとおりです。
②③事業者提案です。
④詳細については，現在協議中です。

6 募集要項(案) 5
2-1-

（6）-2）
⑪

本施設の入居
者募集の宣伝
業務

宣伝業務に係る費用ですが、30年間という
長期事業の中で、何かしらの理由で町か
ら依頼がございました場合、費用について
は協議させて頂けるものでしょうか。

提案にない事項で、町が要求する場合
は、町が負担します。

7 募集要項(案) 5
2-1-

（6）-2）
-⑫

業務の範囲

「本施設の敷金・家賃等の徴収・町への納
入業務」とありますが、納入方法は銀行振
込をお考えでしょうか。
その際の振込手数料は入居者負担との認
識でよろしいでしょうか。

民間提案です。

8 募集要項(案) 5
2-1-
（9）

支払いに関す
る事項

施設整備の対価については家賃収入の
多寡に関わらず、提案した金額が同額に
て支払われるという理解で宜しいでしょう
か。

お見込のとおりです。

9 募集要項(案) 5
2-1-
（9）

支払に関する
事項

「本事業の補助対象施設建設費の概ね
35%を支払」とございますが、提案時は35%
で試算しても宜しいのでしょうか。
また、実際の交付金決定が35%ではなく
45%となりました場合、45%のお支払をして
頂けるのでしょうか。

お見込のとおりです。

10 募集要項(案) 5
2-1-
（9）

支払に関する
事項

「本施設の町への引渡しが完了した日から
60日以内に、本事業の補助対象施設建設
費の概ね35％を支払うこと」となっておりま
すが、いつ頃確定されるのでしょうか。
又、対価の支払請求書を提出後、どのくら
いの期間でお支払頂けるのでしょうか。

60日以内です。

質問に対する回答
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5 2-1-(9)

15
3-10

（3）-A

12 募集要項(案) 5
2-1-
（9）

本施設の整備
業務に係る対
価

本事業の補助対象施設建設費の概ね
35％は、本施設の町への引渡しが完了し
た日から60日以内に支払われるとあります
が、国からの交付金は全額支払われると
の認識でよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

13 募集要項(案) 8
3-3-

（1）-1）
公募参加者の
参加要件

「設計企業・工事監理企業・建設企業・維
持管理企業・運営企業は、必ず公募参加
グループに含むこと」とございますが、運営
業務とはどのようなものを想定しているもの
でしょうか。運営業務の条件等をご教示願
います。

民間提案です。

14 募集要項(案) 9
3-3-

（1）-3）
再委託につい
て

維持管理協力企業からの再委託は可能
でしょうか。その際、再委託先は協力企業
として、町へ届出が必要になるのでしょう
か。

ＳＰＣから直接、受託する企業が構成企
業、それ以外の受託企業は協力企業で
す。

15 募集要項(案) 9
3-3-

（1）-6）
公募参加者の
参加要件

「参加表明書により参加の意思を表明した
公募参加グループの構成企業の変更も原
則として認めない」とございますが、協力企
業に関しての記載がございません。
協力業者の変更に際しての切換え判断は
構成企業で可能という理解で宜しいでしょ
うか。

町の承認を前提に可能です。

16 募集要項(案) 13
3-9-

（1）-エ
提出書類

直近２年の法人税等の滞納のない証明書
とありますが、納税証明書（その3の3「法人
税」及び「消費税及び地方消費税」につい
て未納税額のない証明用）でよろしいで
しょうか？
他に提出する証明書はございませんか？

お見込のとおりです。未納、滞納等がない
ことがわかる証明書です。

17 募集要項(案) 13
3-9-
（1）

提出書類

様式2-3から様式2-6は、構成企業・協力
企業の全ての参加グループ企業に必要で
しょうか。
若しくは、構成企業のみとの理解で宜しい
でしょうか。
又、構成企業の決算書・履歴事項全部証
明書等の提出は必要ございませんか。
協力企業としての提出書類をご教示下さ
い。

構成企業は全社、協力企業は可能な限り
提出願います。
必要です。協力企業も可能な限り提出くだ
さい。

18 募集要項(案) 14
3-10-
（2）-ア
-1-①a

提案書に記入
する金額

「本施設整備費のうち、引渡し時に一時金
として支払う」とございますが、国からの補
助金を指しているのでしょうか。

お見込のとおりです。

19 募集要項(案)
14
～
15

3-10-
（2）-ア
-1-①

③④,3-
⑥

提案書に記入
する金額

消費税及び地方消費税相当額を含む金
額とありますが、消費税及び地方消費税
相当額が変動する恐れありますので、税
抜金額での提案が良いと思いますがいか
がでしょうか？
普段の官公庁入札は税抜が基本となって
います。

８％で計算した金額を提案ください。

20 募集要項(案) 15
3-10-
（3）-ア

募集予定価格
募集予定価格は、複数の場合には公表す
るとの事ですが、いつ頃公表されるので
しょうか？

複数の応募があり、複数のグループが資
格を満たしていることが判明次第、公表し
ます。

11 募集要項(案)
本施設の整備
業務に係る対
価

整備業務に係る対価の内、割賦手数料の
基準金利はテレレート17143で示される10
年もの金利スワップレートが適用されます
が、割賦支払期間は30年間であり、10年
後および20年後に割賦手数料の基準金
利はその時点の10年もの金利スワップ
レートに連動して変更されるとの認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込のとおりです。
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21 募集要項(案) 15
3-10-
（3）

募集予定価格
共益費及び駐車場使用料の料金は、どの
程度を想定されていますでしょうか。

共益費は3,000円程度を想定しています。
また，駐車場使用料は,台数に関係なく家
賃に含むものとします。

22 募集要項(案) 15
3-10-
（3）-イ

募集予定価格
町が想定する家賃（平均家賃額）は、概ね
50,000円との事ですが、駐車場、共益費、
町費はどのくらいの設定でしょうか。

駐車場・共益費は上記参照ください。
町費(自治会費・衛生自治会費)について
は，その団体の運営費と考えていることか
ら，町が徴収するものではありません。

23 募集要項(案) 15
3-10-
（2）-3-

⑥
大規模修繕

大規模修繕は随契で頂けると理解しても
宜しいでしょうか。

必ずしも随契ではありません。
随意契約で実施する場合は，その内容が
入札に適さない相応の理由がある場合と
なります。

24 募集要項(案)
17
～
18

3-11-
（1）～
（3）

事業者選考委
員会

「審査は事業者選考委員会が優先交渉権
者決定基準に基づき行う」「提案内容の説
明を求める必要がある場合は、応募者にヒ
アリング（書類形式を含む。）を行う。」とあ
りますが、書類形式でない場合はどのよう
なヒアリングをお考えでしょうか。
また、「なお、その場合の詳細な日程等に
ついては、別途、応募者に対して通知す
るものとする」とありますが、いつ頃ご通知
いただけますでしょうか。

パワーポイント等によります。
後段は、提案提出時にご連絡します。

25 募集要項(案) 19 3-15 指定管理者

指定管理者を町より委託された場合、ＳＰ
Ｃは構成企業または協力企業に委託契約
書をもって業務を委託してもよろしいでしょ
うか？

お見込のとおりです。

26 募集要項(案) 19
3-16-
（3）

契約保証金
契約保証金は、銀行発行の履行保証書で
もよろしいでしょうか？

お見込のとおりです。

27 募集要項(案) 20 3-17
議会の議決に
付すべき契約
の締結

「町とＳＰＣとの間において、事業契約が効
力を生じるに至らなかった場合には、町及
びＳＰＣが本事業の準備に関して既に支
出した費用は各自の負担」とされておりま
すが、別紙のリスク分担表には、議会の議
決が得られない場合のリスク分担者は
「町」と記載されております。どちらが正し
いのでしょうか。

責任がどちらかにある場合は、帰責者の負
担です。
不可抗力等の場合は、それぞれの負担に
なります。

28 募集要項(案) 24 リスク分担表

社会リスクの住民対策リスクに対し、本事
業そのものに対する住民の理解が得られ
ない場合は町のリスク、提案内容に関し住
民の理解が得られない場合はＳＰＣとあり
ますが、本事業に対する住民同意の証明
はありますでしょうか？
また、提案内容を住民の方に説明する
際、町は協力していただけますか？
（出席者・開催場所等）

前段は、ありません。
後段は協力します。

29 募集要項(案) 25 リスク分担表

要求水準未達リスクのチェックは、
要求水準書P. 9　5. セルフチェック
要求水準書P.13　2. チェックリスト
にて確認するという理解で宜しいでしょう
か。

町は、逐次、必要に応じ、モニタリングを行
います。

30
募集要項（案）

様式集
様式集につい
て

様式２－１、様式２－２について、記載文
章内容が同一ですが、こちらで宜しいで
しょうか？
様式２－３について、代表企業と構成企業
のみ記載される様式となっておりますが、
協力企業の記載は宜しいのでしょうか？

大丈夫です。
協力企業も記載ください。
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31
募集要項(案)

様式集

12
～
13

様式2-
3

応募グループ
構成企業・協力
企業一覧表

表題に｢応募グループ構成企業・協力企
業一覧表｣とありますが、協力企業を入力
する欄がございません。協力企業が有る
場合は、こちらで枠を追加しても宜しいで
しょうか。

追加してください。

32
募集要項(案)

様式集
20 様式3

「参考：事業者提案家賃」を記入する欄が
ございますが、家賃の提案額は審査に影
響しないという理解で宜しいでしょうか。

より安い家賃で採算がとれる提案の場合、
審査時、評価される場合があります。

33 要求水準書(案) 3 第2-1 事業目的

「子育て世帯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文化通りに
供給するものである」とありますが、大崎町
地域優良賃貸住宅の条例や規則はござ
いますか。
また、中堅所得者とは年間の所得はどの
程度の者を指すのでしょうか。

条例・規則につきましては，平成28年６月
に制定予定です。入居者の所得上限につ
きましては，地域優良賃貸住宅制度要綱
第５条に記載されています月収額487,000
円の収入分位80％までの所得となります。

34 要求水準書(案) 5
第3-2-

(1）
立地条件・事業
計画地の位置

計画地内には電柱がございましたが、電
柱移設の際は九電工事となるのでしょう
か。又は、本工事になるのでしょうか。
ご教示願います。

九電と協議してください。

35 要求水準書(案) 5
第3-2-

(1）
立地条件・事業
計画地の位置

隣接地に既存町営住宅がございますが、
今回の敷地について開発行為は発生しな
いとの認識で宜しいでしょうか。

お見込のとおりです。

36 要求水準書(案) 5
第3-2-

(1）
立地条件・事業
計画地の位置

「大崎町仮宿1721番1他」とございますが、
添付図②事業対象地字図において範囲
はどのようになるのでしょうか。具体的に明
示願います。

明記した字図をホームページにより別途公
表します。

37 要求水準書(案) 5
第3-2-

(1）
立地条件・東側
里道

東側里道については、道路拡幅、又は道
路後退線は発生するのでしょうか。
発生する場合、道路側溝及び後退部分の
舗装工事は町側が行うとの認識で宜しい
でしょうか。

建築基準法に係る東側里道の取り扱いは
県の担当係と協議となります。なお，当里
道の北側には墓地があり参拝に訪れた方
の一般用駐車場(数台)の設置を希望しま
す。
併せて東側里道の整備費用についても，
含めた形で民間提案をお願いします。

38 要求水準書(案) 5
第3-2-

(3）
インフラ整備状
況等

５階建ての計画をした場合、給水において
増圧ポンプの使用は可能でしょうか。
又は、受水槽と加圧ポンプになるのでしょ
うか。

民間提案です。
ただし，給水本管から直接増圧ポンプを設
置できるか否かは大崎町水道課と協議が
必要となります。

39 要求水準書(案) 5
第3-2-

(3）
インフラ整備状
況等

下水道整備状況図(添付図⑤)において、
排水管径・深さ等が記入されていないよう
です。
詳細情報をご教示いただけないでしょう
か。

別途詳細図面をホームページ上にて公表
します。

40 要求水準書(案) 6
第3-2-
(6）-1）

住宅棟につい
て

住戸専用面積について「２ＬＤＫタイプ６４
㎡程度」「３ＬＤＫタイプ７３㎡程度」とござい
ますが、どの範囲までなら前後しても支障
が無いのでしょうか。又、住戸数の割合変
更もどの範囲までなら支障が無いのでしょ
うか。
ご教示下さい。

要求水準書(案)で定める面積を基準としま
すが，各間取りの配置等で面積は多少増
減すると思われます。住戸面積及び住戸
数割合共，現在の子育て世帯のニーズを
考慮した上で提案をお願いします。

41 要求水準書(案) 6
第3-2-
（6）-3）

コミュニティス
ペースについ
て

コミュニティスペース用の駐車場として設
置は可能でしょうか。

提案事項です。良好なコミュニテイ形成に
資する提案を期待します。

42 要求水準書(案) 6
第3-2-
（6）-3）

コミュニティス
ペース

「入居者等のコミュニティ形成に寄与する
施設として60㎡程度スペースを確保するも
のとする」とありますが、入居者以外の方が
利用する場合、町へ使用の届けは必要で
しょうか。
また、清掃等の管理は入居者及び使用者
に実施していただくことは可能でしょうか。

運営管理はＳＰＣが実施します。町への報
告は必要です。
民間提案です。入居者、使用者と協議、Ｓ
ＰＣが責任をもって行うということです。
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43 要求水準書(案) 9
第3-6-

（1）
設計業務計画
書

「事業契約締結後速やかに提出のこと」と
ありますが、何日以内等具体的な指示を
お願いできますでしょうか？

民間提案です。審査の内容です。

44 要求水準書(案) 9
第3-5-

（2）
入居者満足度

「入居者のアンケート・聞き取りを定期的に
実施、入居者満足度を常に計測」とありま
すが、定期的の考え方について町が要望
する最低の期間がありましたらご指示くだ
さい。

民間提案です。審査の内容です。

45 要求水準書(案) 9
第3-6-

（3）
維持管理・運営
業務計画書

維持管理・運営業務計画書は、「入居開
始１か月前までに提出のこと。」とあります
が、事業契約書（案）では、「引渡予定日
の９０日前までに、管理者等に提出しなけ
ればならない。」とあります。
事業契約書（案）が高位の為、「引渡予定
日の90日前」に提出という認識でよろしい
でしょうか。

両方を満足する期間で提出ください。

46 要求水準書(案) 9
第3-6-
（2）,(3)

計画書
建設業務計画書、維持管理・運営業務計
画書の様式は、任意でよろしいでしょう
か？

お見込のとおりです。

47 要求水準書(案) 10
第3-6-

（5）
提案書類

年次報告を、年度末から、１ヶ月以内に提
出すること。」とありますが、報告必須事項
をご教示ください。

民間提案です。必要不可欠かつ十分な内
容を報告ください。

48 要求水準書(案) 10
第3-6-

（5）
事業業務報告
書

各年度とありますが、ＳＰＣが設定する決算
年度と捉えて良いでしょうか？
それとも3月31日を年度末と捉えてよいで
しょうか？

4月1日から翌年の3月31日とします。

49 要求水準書(案) 11 第4-3
公共下水道受
益者負担金

「受益者負担金150,000円は、事業者が負
担することとする。」とありますが、１戸あた
りではなく、住宅棟として150,000円が必要
という認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

50 要求水準書(案) 12
第4-6-
（2）-④

ごみ置場

「町の収集担当部局と十分すりあわせるこ
と」とのことですが、建設課様より担当部局
の担当者へのご紹介はしていただけるの
でしょうか？

お見込のとおりです。

51 要求水準書(案) 14
第5-2-
（2）-③

再生可能エネ
ルギーの導入
の検討

再生可能エネルギー買取りに関し、九州
電力の出力抑制等の問題で売電の収益
性に不確定要素があることから、再生可能
エネルギー設備導入を見送ることは問題
ないでしょうか。

民間提案です。

52 要求水準書(案) 17
第5-3-
（14）

共用廊下

手摺をつけた場合、共用廊下内法寸法
1,400㎜以上は最少寸歩を1,400㎜以上と
するのでしょうか。
建築基準法では1,200㎜以上となっていま
すが、いかがでしょうか。

１４００としてください。

53 要求水準書(案) 19 第6-6
入居者契約書
変更について

入居者変更（契約者変更）は可能でしょう
か。
例）親から子への名義変更等

都度、入居資格審査をすることになりま
す。

54 要求水準書(案) 19
第6-6-

②
維持管理・運営
に関する条件

「大規模修繕計画」とございますが、大規
模修繕業務の対価はどういう位置付けに
なるのでしょうか。

発生年度に、実施内容、見積もり、実施企
業選定等を行い、支出します。

55 要求水準書(案) 20
第6-6

③

維持管理。運
営に関する条
件

「初期入居者の募集に際し」とありますが、
募集活動は、初期の方のみという認識でよ
ろしいでしょうか。

初期入居は必須です。その後は提案に寄
ります。審査内容です。

56 要求水準書(案) 20
第6－6
－③

入居募集につ
いて

入居募集に関する募集ツール作成の際
に、その都度、町への確認が必要でしょう
か。

確認します。
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57 要求水準書(案) 20
第6－6
－③

入居者の募集
について

入居募集に関する広告媒体（看板・チラシ
等）を協力企業名で発行・配布等を行う事
は可能でしょうか。
それともＳＰＣ名、もしくは構成企業名にな
るのでしょうか。ご教示願います。

提案によります。

58 要求水準書(案) 20
第6-6-

③
入居者の募集
について

宅建業法上、入居募集・契約に際し媒介
契約が必要となりますが、募集を依頼する
全ての不動産業者と町で媒介契約が必要
となりますでしょうか。
また、ＳＰＣから入居募集を依頼する不動
産業者は協力企業の位置づけになるので
しょうか。
ご教示願います。
例)　大崎町 ⇔ 構成企業
　　 大崎町 ⇔ 協力企業

町との契約は、ＳＰＣとの事業契約だけで
す。
ＳＰＣが委託する場合は、構成企業、構成
企業が委託する場合は協力企業です。

59 要求水準書(案) 20
第6-6-

③
維持管理運営
に関する条件

「初期入居者の募集に際し」という文言が
ありますが、入居者募集（宣伝・勧誘等）は
初期のみという認識でよろしいでしょうか。
また、初期とは平成２９年３月、本施設の引
渡し迄という理解で宜しいでしょうか

初期は必須です。満室になるまでです。
事業期間中は提案によります。

60 要求水準書(案) 20
第6-6-

④
入退去手続き

「入退去手続きは町に代わって事業者が
行う」とありますが、全て事業者の手法にて
手続きを行って良いでしょうか？

お見込のとおりです。

61 要求水準書(案) 20
第6-6-

④
入退去手続き

「入退去手続きは町に代わって事業者が
行う」とありますが、入居手続きの具体的な
内容をご教示ください。また、退去手続き
の具体的な内容も合わせてご教示願いま
す。

上記参照ください。

62 要求水準書(案) 20
第6-6-

⑤
家賃・駐車場利
用料の徴収

「徴収は、事業者が町に代わって行う」とあ
りますので、徴収方法等は事業者にお任
せいただくという認識でよろしいでしょう
か？

お見込のとおりです。

63 要求水準書(案) 20
第6-6-

⑤
家賃・駐車場利
用料の徴収

「家賃・駐車場利用料の徴収は、事業者が
町に代わって行う」とありますが、ＳＰＣにて
家賃管理を行い、入居者からの振り込み
は協力企業の口座に直接お振り込みいた
だくことは可能でしょうか？

提案事項です。管理が確実におこなわれ
ればかまいませんが、責任はＳＰＣにありま
す。

64 要求水準書(案) 20
第6-6-

⑥

本施設の居住
者の移転に係
る原状復旧業
務

原状回復トラブルについての交渉決裂案
件についての最終結論（減額・裁判等）
は、町またはＳＰＣのどちらでしょうか。
※民事紛争に関しての介入権について弁
護士法に抵触する恐れもあります。

民間提案です。ＳＰＣで責任をもって実施
されることを希望します。

65 要求水準書(案) 20
第6-7-
(2)-①

工程表及び施
工計画書

様式は任意でよろしいでしょうか？ お見込のとおりです。

66 基本協定書(案) 2 第6条 事業契約

「前項に規定する仮契約は地域優良賃貸
住宅の建設に関する国の交付金の交付
決定後に締結するものとし」とございます
が、交付金決定はいつ頃になる予定で
しょうか。

例年では4月末から6月中の決定となって
おりますので,国の状況によりますが，本年
度も同様の期間を予定しています。

67 事業契約書(案) 2 第2条 事業日程

「ＰＦＩ施設の引渡しはH29.3.21、維持管
理・運営開始日はH29.4.1」とありますが、
H29.3.22～H29.3.31までの保険及び管理
は町がするという認識でよろしいでしょう
か？
維持管理・運営開始に際し、入居者の転
入もH29.4.1以降と考えてよろしいでしょう
か？

提案によります。審査内容です。
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68 事業契約書(案) 10
第33条
第2項

計画書

「計画書をＰＦＩ施設の引渡日の90日前ま
でに管理者等に提出しなければならない」
とありますが、要求水準書（案）7（3）①に
は「維持管理業務開始前」と記載されてい
ます。事業契約書を正として考えてよろし
いでしょうか？

両方を満足する期間で提出ください。

69 事業契約書(案) 11
第37条
第2項

業務報告

「要求水準書の定めるところにより、6月ご
とに業務報告書を作成し」とありますが、要
求水準書第6－7(3)②には「月次で維持管
理運営報告を作成し、報告書を町に提出
する」とあります。事業契約書を正として考
えてよろしいでしょうか？

月次報告、半期報告をお願いします。

70 事業契約書(案) 11
第40条
第3項

維持管理・運営
期間中の不可
抗力による損害

「維持管理・運営に係るサービス対価の1
年分の100分の１を超える額を負担しなけ
ればならない」とございますが、消費税及
び地方税は含まないとの理解で宜しいで
しょうか。

お見込のとおりです。

71 事業契約書(案) 13 第47条
維持管理・運営
に係るｻｰﾋﾞｽ対
価の支払

第3項、第4項に「別に定めるところにより」
とございますが、どこの部分を指している
のでしょうかご教示願います。

提案にもとづき、提案確定後別途作成しま
す。

72 事業契約書(案) 17
第62条
第5項

完工後の解除
の効力

施設の完工後に契約解除となった場合、
「管理者等は、前項の規定による請求が
あったときは、出来形により、ＰＦＩ施設整備
に係るサービス対価の残額を支払わなけ
ればならない」と記載されておりますが、維
持管理関係においてはどのようにお考え
でしょうか。
ご教示下さい。

維持管理の実行期間に応じ、支払ます。

73 事業契約書(案) 20 第72条 直接協定
協定の締結時期は、事業契約書の締結と
同時でしょうか。ご教示願います。

民間提案です。

74
募集要項(案)等、その他記載されている以
外に大崎町条例等がございましたら、ご教
示願います。

大崎町ホームページ内の「大崎町例規集」
をご確認ください。

75
入居条件につ
いて

入居後に離婚や死別等により単身となっ
た場合、入居し続けることは可能でしょう
か。

可能です。ただしその都度届出等の手続
きが必要です。

76
入居条件につ
いて

入居申込みに際し、必ず連帯保証人は必
要でしょうか。
その際の保証人となる資格条件をご教示
ください。
又、連帯保証人の代行を行う保証会社の
利用も可能なのでしょうか。

連帯保証人は必要となります。
連帯保証人の資格要件は，今後管理条
例・規則で明記する予定です。
連帯保証人の代行を行う保障会社の利用
は可能とする考えです。

77
付帯商品につ
いて

契約に際して、入居者の満足度アップとい
う事で付帯商品（引越し業者割引・浄水
器・抗菌消毒等）の販売は問題ないでしょ
うか。

民間提案です。

78 鍵について
鍵交換費用は、入居者様負担という認識
でよろしいでしょうか。

民間提案です。

79
1月22日(金)の募集説明会当日に現地説
明は行われるのでしょうか。または、予定
が有るのでしょうか。

現地説明を行う予定はしておりません。
必要に応じ対応いたします。
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