
 
 

旧杉戸小学校跡地サウンディング型市場調査に関する質問と回答 
旧杉戸小学校跡地のサウンディング型市場調査における民間事業者の質問書の回答については、今回
のサウンディング型市場調査においての回答のため、来年に予定している本募集の際には、回答に記載し
ている内容や方針などが変わる可能性があります。 
             

№ 要項との対応 
（ページ等） 質問 回答 

１ 

実施要領 P1 
２.本件土地の
概要 

現況公民館の敷地の南側に、杉戸
町第二自転車駐車場（土地面積
289.88㎡）がありますが、これは
本件の活用敷地に含まれますか。 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、自転車駐車場を含まない条件
で、ご提案ください。 

２ 

資料① P３ 旧杉戸小学校跡地の活用事業に
ついて、借用する敷地面積（地代
の対象となる面積）は敷地面積約
7700 ㎡より保育園敷地面積約
1000 ㎡を除いた約 6700 ㎡と理
解してよろしいでしょうか 

質問に記載して頂いている通り、借地
範囲は、保育園敷地を除く約 6,700
㎡として、ご提案ください。 

３ 
資料② P2 
⑥地代 

地代の対象は、質問№1 の約 
6700㎡が対象となるのでしょうか 

４ 

資料② P1 
①本事業におけ
る想定スケジュー
ル 

想定スケジュール上において、杉戸
町としての供用開始時期は想定さ
れていますか。 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、令和 3 年 9 月末に優先交渉
権者が決定することを前提条件として、
その後のスケジュール（共用開始時期
など）は、事業者提案①事業概要
に、御社が想定する事業スケジュールを
ご提案ください。 

５ 

資料② P１ 
①本事業におけ
る想定スケジュー
ル 

令和 3 年 9 月末に優先交渉権者
が決定後、速やかに基本協定を結
び、その後事業契約を議会承認後
締結すると考えると、令和 3 年 10
月上旬に基本協定を結び、12 月
議会承認後に事業契約を締結する
ｽｹｼﾞｭｰﾙでよろしいでしょうか 

６ 

資料② P1 
②本事業に関す
る内容 

事業方式の欄には『BTO方式など
の提案も可』とありますが、これは事
業者提案書③自由提案にて提案
する内容との認識でよろしいでしょう
か。 

質問して頂いた内容通り、リース方式
以外の提案については、事業者提案
③：自由提案にてご提案ください。 
なお、事業者提案書③：自由提案に
ついては、複数のパターンを提案して頂
いても問題ございません。 
 



 
 

７ 

資料② P1 
②本事業に関す
る内容（事業
方式） 

契約形態がリース方式と有ります
が、事業期間満了後、整備した建
物は民間事業者にて解体撤去又
は杉戸町へ無償譲渡どちらを想定
しておりますか。又、解体撤去の場
合の費用は事業者負担となるので
しょうか。 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、事業期間完了後、民間事業
者の費用で建物を解体撤去（基礎
及び基礎補強部分などの地中埋設物
も撤去対象とする）した上で、更地で
返還することを条件にご提案ください。 
但し、本募集の際には、内容が異なる
場合があります。 

８ 

資料② P1 
②本事業に関す
る内容（事業
方式） 

リース方式を採用する場合は、期間
満了後に更地（原状）返還となる
のでし ょうか。また施設の基礎及び
基礎補強部分も撤去対象となりま
すか。 

９ 

資料② P2 
更地引渡 

杉戸町にて既存施設を解体し更地
渡しをする前提となっておりますが、 
解体は地中梁、基礎、および杭など
も全撤去する想定でしょうか。 

10 
資料② P1  
②本事業に関す
る内容 

リース方式（建物賃貸借）期間
は、20年以上の可能性はあります
か。 

借地期間の最長期間の条件は、現時
点でございませんが、20 年間のリース
方式で、年間約 5,000 万円（消費
税・維持管理等を含む）、総額 10億
円が、杉戸町が負担できる上限費用と
しているため、その費用内でご提案くだ
さい。 
なお、最短期間については、20 年とし
て下さい。 

11 

資料② P1 
②本事業に関す
る内容（借地
期間） 

借地期間の検討において、最短期
間や最長期間の条件はありますか 

12 

資料② P1 
②本事業に関す
る内容（都市
公園） 

都市公園は、用途変更することを前
提とするとあります。企画提案内容
はそれを条件とした提案でよろしいで
しょうか 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、都市公園を用途廃止すること
を前提条件として、ご提案ください。 
なお、都市公園を廃止するかどうかは、
本募集までに決定する予定ですので、
まだ、都市公園の廃止が決まっているも
のではございません。 

13 

資料② P1 
③施設建築物
の整備内容 

公共以外の用途について、今回提
案した内容と本公募後の提案する
内容・規模が違ってもよろしいでしょ
うか 

今回はサウンディング型市場調査のた
め、本募集までに内容や規模が変わっ
ても問題ございませんが、今回のサウン
ディング型市場調査は、本事業の確実
に遂行できる内容などの把握が目的で
あるため、出来る限り、実現性が高い
用途内容や規模の提案をお願いしま
す。 
 



 
 

14 

資料② P1 
③施設建築物
の整備内容商
業機能 

1000㎡を超える大規模店舗の機
能は望ましくないとのことでしたが、民
間商業機能の上限床面積はありま
すでしょうか。 

杉戸町は、1,000㎡を超える店舗など
の規模や用途の制限を設けてはいませ
んが、商業機能については、地域商業
への影響を与えない計画としているた
め、地域商業への影響を与えない規模
や用途で、ご提案ください。 

15 

資料② P1 
③保育園 

保育園は別事業、別途公募とあり
ます。保育園の部分は敷地を分割
して事業を実施するということでしょう
か。 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、質問で記載して頂いている通
り、敷地を分割して保育園事業を行う
前提で、ご提案ください。 

16 

資料② P2 
④屋外施設
（杉戸町が民
間事業者に整
備を期待する施
設） 

賑わい広場に必要な面積の想定は
ありますでしょうか。 
また、芝生広場には、フェンスで囲っ
た屋外スポーツコートなど運動、スポ
ーツに供するものを整備することは可
能でしょうか。 

賑わい広場に必要な面積などの制限
は設けていませんが、多世代が憩い利
活用できる広場の規模をご提案くださ
い。 
その中で、フェンスで囲った屋外スポーツ
コートなどについても、今回のサウンディ
ング型市場調査においては、提案して
頂いても問題ございません。 

17 

資料② P2 
⑤公共部分に
関する内容 

コミュニティセンター・子育て支援施
設について、その他の用途を検討す
るにあたり主要用途としてどんな機能
を持たせるのかを具体的にお示しくだ
さい。 

公共施設部分の機能については、今
後検討を予定しているため、現時点で
お示しできる内容は、個別説明会で説
明した内容以外にはございません。 

18 

資料② P2 
⑤公共部分に
関する内容 

公共部分の 3施設について、これら
の入居を希望する階層はあります
か。 
公共部分は全て高層階の配置で
差し支えないですか。 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、民間事業者の自由な発想でご
提案ください。 

19 
資料② P2 
⑥床賃料 

年間：5000 万円（限度）につい
ては消費税も含むのでしょうか 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、床賃料は消費税を含めた費用
として、ご提案ください。 
なお、床賃料は、令和 2 年 2 月の旧
杉戸小学校跡地活用基本方針に記
載している。20 年間のリース方式にお
ける年間リース料がベースとなっています
が、本募集の際には、床賃料の金額が
変わる可能性もあります。 

20 

資料② P2 現時点で想定している床賃料が年
間５０００万（限度）と有ります
が、 こちらの算定根拠をお示し下さ
い。 

21 

資料③ P2 地代の鑑定は来年度とありますが、
サウンディング資料提出時は民間事
業者による想定金額での記載と考
えて宜しいでしょうか。 

質問で記載して頂いている通り、民間
事業者の想定額を記載して下さい。 



 
 

22 

資料② P2 
⑦本事業の整
備完了後の維
持管理などにつ
いて 

建物の維持管理について、但し、杉
戸町に貸与する専用部分は除くとあ
りますが、同資料 2 ページ⑤の図書
スペース・学習スペース約 350㎡程
度のうち共用部分のみが維持管理
の対象となるということでしょうか 

公共施設部分の内容は、今後検討を
行うことを予定しています。 
そのため、今回のサウンディング型市場
調査においては、民間事業者の維持
管理から除く範囲（杉戸町の専用部
分等）は、図書スペースなどの共用部
分も含む約 1,000㎡としてご提案くだ
さい。 

23 

資料② P2 
⑦本事業の整
備終了後の維
持管理などにつ
いて 

修繕計画の立案及び長期修繕は
別途業務としてよろしいでしょうか 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、修繕計画の立案及び長期修
繕は、民間事業者が負担する前提
で、ご提案ください。 
なお、杉戸町が支払う床賃料は、長期
修繕なども含めた費用としています。 

24 

資料② P2 
⑦本事業の整
備終了後の維
持管理などにつ
いて 

イベント運営は、整備事業者が施
設運営者となってイベントを開催す
るのでしょうか。そのイベント開催に係
る費用は、床賃料の年間：5000
万円（限度）に含むのでしょうか。
またイベント規模や開催頻度は事
業者の提案によるのでしょうか 

質問で記載して頂いている通り、イベン
ト運営は、民間事業者とし、その費用
は、床賃料に含むものとしてご提案くだ
さい。 
また、イベントの規模や開催頻度は、事
業者提案としてください。 

25 

資料③ P4 
企画提案（イベ
ント運営方針） 

本事業におきまして今後、民間事
業者は建物の設計、施工、維持管
理のみでイベントの運営面は別途と
なる可能性は有りますか。 

今回のサウンディング型市場調査にお
いては、イベントの運営面も民間事業
者の負担としてご提案ください。 
本事業は、建物整備後の賑わい創出
のために、民間事業者のイベント運営
は必要だと考えています。 

26 

その他 現在の公民館の年間利用者数、
年間貸室利用率などがわかる資料
はありますでしょうか？ 
また、本事業にて整備する公共施
設の利用者数など、想定されていま
したら、ご教示お願いいたします。 

公共施設については、今回のサウンディ
ング型市場調査を踏まえて具体的な
検討をするため、現時点では公施設の
利用者数などの想定はございません。 
公共施設の最新の年間利用者数は
以下の通りです。 
・中央公民館 25,796人/年 
・子育て支援センター 17,672人/年 
（平成 29年度） 

 
備考︓下記の資料は、個別説明会において配布した資料                              
資料①：旧杉戸小学校跡地の活用イメージ案について 
資料②：サウンディング型市場調査の前提条件について 
資料③：事業者提案書に関する様式集（提出する資料様式） 
 


