
鹿児島市交通局跡地売却に係る質疑書への回答（2回目） 平成27年8月21日

№ 区分 ページ番号等 質問内容 回答

55
応募資格・共同事
業体

要領6P下から
3行目

買受後の、土地の持分のない事業者（建物所有者
（借地権者）、分譲事業の共同事業者等）の参画お
よび変更は可能との理解でよろしいでしょうか。

56
応募資格・共同事
業体

様式34P
共同事業体で応募する場合、土地の持分が無い事
業者が構成員として参加できるか。

57
応募資格・共同事
業体

要領10P11行
目

応募申込後の持分の変更は認めないとの記載があ
る一方、提案面積については概算で可とあり、実際
の開発場面では、詳細設計等によっても面積修正
がやむを得ず発生すると思われます。その意味での
土地持分割合の変更については可能、という理解で
よろしいでしょうか。

共同事業体の場合、申込時の土地の持分で移転登
記を行う予定ですが、ご質問のような状況が生じた
場合は、個別に協議させていただきます。

58
応募資格・共同事
業体

全体計画において、敷地を複数に分筆して計画して
も宜しいのでしょうか。それとも、１つの敷地として計
画しなければなりませんでしょうか。

本物件を複数に分筆したとしても、全体をどのように
利用するのか、一体的な計画としてご提案ください。

59
応募資格・共同事
業体

様式34P

共同事業体での応募の場合、事業全体を共有する
ケース（資金を共同出資し、利益を出資比率で按分
する）と、区分所有のケース（土地を分割し、それぞ
れが購入し、購入土地で事業を営む）の双方が想定
されると思われますが、どちらのケースも可能という
理解でよろしいでしょうか。

事業全体を共有するケース（資金を共同出資し、利
益を出資比率で按分する）は可能です。
区分所有のケースについては、本物件を一括して売
却しますので、所有権移転時においては、持分割合
による共有名義となります。所有権移転後に持分割
合に応じた分筆を行うことは構いません。

60
応募資格・共同事
業体

要領3P下から
10行目

特定目的会社の参画は可能との理解でよろしいで
しょうか。

61
応募資格・共同事
業体

要領3P下から
10行目

応募資格について、ファンドによる提案やSPCによる
提案等は可能なのでしょうか。可能な場合、審査項
目の実施体制としてどのように評価されるのでしょう
か。

62
応募資格・共同事
業体

様式34P

共同事業体での応募の場合における前質問（質問
№59）の「共有」のケースにおいて、売買契約の買受
人はどのような形式（各共同事業体構成員が出資す
るSPC、もしくは代表構成員、他）を想定されている
かご教示ください。
また、その際にSPC等を想定されている場合、存続
期間等の要件がございましたらご教示ください。

共同事業体の場合、土地の持分の有無に関わら
ず、各構成員の資格審査を行った上で、実施体制等
について審査を行うこととしております。
また、土地の持分のない事業者であっても、応募申
込後に構成員の参画及び変更は認められません。
やむを得ない理由がある場合は、交通局と協議し事
前承認を受けてください。

以下の者についても応募申込及び所有権移転前ま
での事業承継は可能です。
所有権移転後の事業承継については、次項の質問
を確認してください。

・売却物件を取得し開発型証券化を目的とする特別
目的会社（資産の流動化に関する法律（平成10年法
律第105号）第2条第1項に規定する特定資産として
売却物件を取得する特定目的会社（TMK）を含む。
以下「SPC」という。）

・上記SPCを予定している者で、次の条件を全て満
たすもの
①提案時にSPCに土地売買契約を締結させることを
明らかにすること。
②次のいずれかの条件を満たすこと。
ア　応募者は、SPCへの出資者となること。
イ　応募者は、SPCが資産の管理及び処分に係る業
務の委託をする際、業務の受託者又はその予定者
となること。

SPCの存続期間については、少なくとも5年間は必
要です。
また、本物件に係るSPCを新たに設立する場合は、
本店所在地は鹿児島市内とします。

これらの事業手法や事業スキームについては、事業
提案書の「事業の実施体制」において、明確に記載
してください。開発から運営まで安定して事業を継続
できる体制であるかを評価します。
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№ 区分 ページ番号等 質問内容 回答

63
応募資格・共同事
業体

要領6P下から
3行目

所有権移転後5年間は住宅分譲を除き、所有権移
転または権利を設定してはならない。ただし交通局
の事前承認を得たときは、この限りでないとあります
が、当社として、事業継承は大前提として、リース会
社もしくは、リート会社に建物完成後、土地建物を売
却する計画です。事業継承のしばり以外で、承認が
得られないケースを教えて下さい。

64
応募資格・共同事
業体

要領3P下から
10行目

将来的なリート等への組入れを想定した提案につい
ては問題ないのでしょうか。審査項目上減点となる
ような項目がございましたらご教示ください。

65
応募資格・共同事
業体

要領6P下から
3行目

会社名・使用方法等が決まっていても素地売却はで
きないということでしょうか。借地権を設定し、土地を
第三者に貸し付けることもできませんでしょうか。

所有権移転後5年間は認められません。

66
応募資格・共同事
業体

様式34P

共同事業体での応募の場合の、前質問（質問№59）
の「区分所有」のケースにおいて、土地の売買契約
についてはそれぞれが所有予定の土地について鹿
児島市と締結するという理解でよろしいでしょうか。

67
応募資格・共同事
業体

様式34P

共同事業体での応募の場合の、前質問（質問№59）
の「区分所有」のケースにおいて、各構成員との間
の売買契約成立以降の売買契約等による制約事項
については、購入企業毎に購入土地の権利義務を
負うため、自社所有以外の他の土地について、契約
記載の権利義務は発生しない（所有土地でないた
め、権利義務を負う事はできない）という理解でよろ
しいでしょうか。

68
応募資格・共同事
業体

様式34P

共同事業体での応募の場合の、「土地の持分がな
い構成員」について、土地の持分がない構成員は売
買契約における買受人とはならないという理解でよ
ろしいでしょうか。想定されますが、売却後の制約
（違約金等）についても義務を負わないということに
なるのでしょうか。

69
応募資格・共同事
業体

様式34P、40P

共同事業体での応募の場合の、前質問（質問№59）
の「区分所有」のケースにおいて、様式9の事業費・
資金調達計画については、各土地毎の総事業費を
個別に算出した合計の記載とするのか、区分土地
毎に資金計画を提出するのか、どちらでしょうか。

70
応募資格・共同事
業体

様式34P
共同事業体の「土地の持分がない構成員」につい
て、構成員となることによるメリット（評価項目上の加
点等）がございましたらご教示ください。

土地の持分がない構成員について、特別に加点等
はありません。

71
応募資格・共同事
業体

要領9P12行目
共同事業体構成員について、その定義は何でしょう
か。例えば敷地の一部を売却する場合の売却先や
テナント入居予定の会社も含まれますか。

土地を所有し、相互に連携しながら本物件を一体的
に開発、利用する事業者を想定しておりますが、土
地の持分がなくても計画の全体調整や設計など開
発、利用において主要な部分に参画する事業者もあ
ると思われます。

72 事業承継
要領6P下から
3行目

事業継承とは、交通局跡地における開発事業の承
継という理解でよろしいでしょうか。

73 事業承継
要領10P11行
目

(3)「応募申込後の構成員の変更、持分の変更はで
きません。ただし、事業承継等の場合でやむを得な
い事情があると交通局が認めた場合、この限りでは
ありません。」とあるが、事業承継以外の理由で変
更が認められるのはどのような場合か。

売買契約は各々と締結するのではなく、土地の持分
のある事業者全員を買受人とする1つの契約を締結
します。

所有権移転後に、共有者間で土地の持分割合に応
じて分筆することは可能ですが、この場合は分筆後
も売買契約の効力が続くように契約締結時に契約
条文を調整します。

土地の売買契約における権利義務については、自
己が所有する土地についての権利義務を負うことと
なり、土地の持分がない構成員については、売買契
約上の権利義務は負いません。

事業費・資金調達計画は、提案事業全体の事業費・
資金調達計画が分かるように記載してください。

応募申込後や所有権移転後における事業承継につ
いては、単に開発事業の承継ではなく、経営状況の
悪化などのやむを得ない理由による事業承継を想
定しておりますが、その他の理由については、状況
に応じて判断してまいります。

鹿児島市からの所有権移転後の事業承継について
は、基本的には、買受人の経営状況の悪化などの
やむを得ない状況を想定しておりますが、建物完成
後に、リース会社やリート会社、SPCへ事業を引き継
ぐことについても、交通局が事前承認した場合は事
業承継等として認めます。

このような事業承継等を予定している場合は、事業
提案書の「事業の実施体制」において、予定してい
る事業者名を明らかにする（正本1部のみ）とともに、
全体の事業手法や事業スキームを明確に記載して
ください。
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№ 区分 ページ番号等 質問内容 回答

74 事業承継
要領6P下から
3行目

乙が建設した施設にテナントとして事業者を誘致し
たが、営業不振で撤退したため別の事業者を誘致
することは事業承継とみなされますか。
共同事業で事業提案した後、事業開始までに共同
事業先が辞退した場合はどうなりますか。別の事業
者をあてがってもよろしいですか。
その際の施設計画変更は応相談ですか。それとも
応募した内容と同じでないといけませんか。

事業開始後、営業不振によりテナント事業者が撤退
した場合、別事業者を誘致することについては交通
局の事前承認は必要としません。
共同事業体の構成については、実施体制や提案内
容に深く関係していることから、基本的には、変更は
認められませんが、経営状況の悪化により事業継
続が困難となった場合などについては、事業承継に
ついて交通局と協議することとします。

75
応募書類・審査結
果の公表

要領12P下か
ら3行目

審査結果の公表範囲についてご教示ください（応募
申し込み者の範囲については優秀事業者または全
応募者、公表内容については合計点または内訳点
数、など）

76
応募書類・審査結
果の公表

要領12P下か
ら3行目

選定された提案概要、とは「優秀事業者に選定され
た提案概要」との理解でよろしいでしょうか。

77
応募書類・審査結
果の公表

要領10P13行
目

落札金額や絵等はどこまでどうやって公表されるの
でしょうか。次点交渉権者も同様に、どこまでどう
やって公表されるのでしょうか。
応募者のリスト・持分割合や優秀事業者のリスト・持
分割合・提案内容について、開示の可能性がありま
すでしょうか。
優先交渉権者決定前に開示する可能性はあります
でしょうか。

78
優先交渉権者・次
点交渉権者

要領12P17行
目

④優先交渉権者が契約締結期限までに契約を締結
せず、価格審査が無効となった場合、自動的に次点
交渉権者へ交渉権が移るのか。
また次点交渉権者も契約締結期限までに契約を締
結せず、価格審査が無効となった場合はどうなるの
か。

79
優先交渉権者・次
点交渉権者

要領12P1行目

次点交渉権者は何のために決めるのでしょうか。い
つの時点で優先交渉権者から次点交渉権者へ交渉
の権利が移るのでしょうか。次点交渉権者とも契約
に至らなかった場合の取り扱いはどのようになりま
すか。

80
優先交渉権者・次
点交渉権者

要領14P3行目

購入事業者は何を持っていつ時点で決定するので
しょうか。また、スケジュール変更の可能性かあるの
か、10日以内に契約書を提出できなかった場合の
取り扱いはどうなるのでしょうか。

81
敷地形状・解体後
の形状

要領14P下か
ら3行目

引渡時の軌道、ピット、アスファルト、擁壁の取り扱
い、撤去されるのであれば撤去後の処置（整地の有
無及び程度）についてご教示ください。

82
敷地形状・解体後
の形状

説明会配付資
料

除去解体後の引渡状況として敷地内のコンクリート
擁壁等をはじめとした構造物及び表層のアスファル
トや不要物（レール等）の撤去は行うこととしていると
のことでしたが、東側県道の道路境界線沿いにある
擁壁も撤去の予定でしょうか。

83
敷地形状・解体後
の形状

要領16P参考
事項

説明会で引渡条件が基礎まで解体しアスファルト舗
装撤去とありましたが、整備場等、一部掘り下げて
ある部分など、解体撤去で敷地内に複雑な高低差
が発生します。引渡時の敷地を想定できるような図
面及び資料はありませんか。
引渡後に敷地内の高低差をなくす工事を行った場
合、開発行為とみなされますか。

優先交渉権者については、交通局との間で契約内
容について協議が整い、土壌汚染対策の処理が完
了した段階で、購入事業者として決定したいと考え
ております。

実施要領で示した日程は現時点の予定であり、変
更の可能性があります。

協議期間中に経営状況の悪化など何らかの事由に
より契約締結が困難になった場合は、次点交渉権
者と契約に向けて協議を行います。
また、次点交渉権者とも契約に至らなかった場合な
ど仮定のことについては、現時点ではお答えできま
せん。

購入事業者の決定から契約締結までの10日間は事
務手続期間として設けるものであり、この間に契約
が取り交わせるよう協議を行ってまいりたいと考えて
おります。

ピット部は解体後、埋戻しを行い、アスファルト舗装
は撤去後、地均しを行います。
北側・東側の道路境界線沿いの擁壁、旧電車修理
工場西側の敷地内擁壁及び西側水路との境界線沿
いの擁壁は撤去しません。
南側の道路境界線沿いのコンクリートブロック壁は、
コンクリートブロックは撤去しますが、コンクリート基
礎は撤去しません。
その他、敷地内にある擁壁は、撤去し、既存土にて
勾配30度の法面を形成します。
50cm未満の切土、盛土については、整地として取り
扱いますので、切土、盛土を行う高さの最大値が
50cm未満の場合は、造成面積が1,000㎡を超える場
合でも「形の変更」に該当しないので、開発行為とは
なりません。
なお、引渡時の図面については、次項の質問を確認
してください。

本物件に係る応募や審査過程については、市民の
関心が高いことから、各段階に応じて交通局ホーム
ページにて公表します。

①応募申込書の受付後
・応募者数

②優秀事業者選定後
・選定された優秀事業者数、採点概要（例 ○点～○
点）
・優秀事業者の提案の全体概要（個別の提案内容
ではなく、全体を通してどのような提案が選定された
のか分かる程度。例 ○○や○○用途での開発）
※事業者名は公表しません。

③優先交渉権者決定後
・優先交渉権者の名称、提案内容（図面等を含む）、
提案価格
・優秀事業者の採点結果（優先交渉権者以外は、A
社○点と記載）
※優先交渉権者以外の事業者名及び提案内容は
公表しません。
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84
敷地形状・解体後
の形状

説明会配付資
料

除去解体後、引渡時の敷地内レベル想定は提示可
能でしょうか。

85
敷地形状・解体後
の形状

要領14P下か
ら3行目

土地の地盤レベルはどのようになりますか。開発行
為に該当するかどうかの判断もあるため、図面を
持って明らかにしてください。杭まで完全に撤去され
ますか。もし杭まで撤去しない場合は杭図面をもら
えるのでしょうか。

86
敷地形状・解体後
の形状

要領6P18行目

敷地の区画形質の変更（切土、盛り土など）につい
ては、鹿児島市開発許可等運用基準に従うものと考
えて宜しいでしょうか。
また、これについての事前協議は可能でしょうか。

敷地の区画形質の変更については、「鹿児島市宅
地開発技術指針」に基づくものとします。
なお、事前協議は可能です。

87
敷地形状・解体後
の形状

要領19～22P

敷地形状について以下の資料提示は可能でしょう
か。
・各ポイントの座標、もしくは三斜求積図（敷地形状
を確定したいため）
・真北測定
・CADデータ

88
敷地形状・解体後
の形状

要領19～22P
地積測量図のCADデータがあればご提供頂きた
い。

89
敷地形状・解体後
の形状

要領P18～22
敷地の座標データもしくはCADデータ、敷地レベル
の判る図面を頂くことは可能ですか。

90
敷地形状・解体後
の形状

計画深度化のため、契約後・決済前に地盤調査や
確認測量等で現地に入ることは可能でしょうか。

調査等は解体工事完了後に行ってください。

91
敷地形状・解体後
の形状

買主で確認測量を行い、面積に差異のある場合の
取り扱いはどうなりますでしょうか。

92
敷地形状・解体後
の形状

越境の有無、越境状態は解消されての引き渡しで
しょうか。また地中物が越境していた場合の対応は
どうなりますか。

93
敷地形状・解体後
の形状

従前の敷地利用における雨水、排水、雑排水、給水
等の利用状況はどうなりますか。引き込み箇所及び
流水ルートなど、図面がありましたら開示をお願いし
ます。

交通局で有している関係図面を公表します（図面等
データ⑨）。
なお、敷地内の上下水配管については、解体時に
撤去いたします。

94 変電所の概要 要領20P
敷地北東部に移設する変電所について、建物の概
要、配置図、図面等ご提供頂きたい。

95 変電所の概要 要領5P14行目
変電所の外装・外構等はどうなりますか。空間的・景
観的なつながりを考える際に必要なため、設計図書
やイメージ図等を明らかにしてください。

96
売買代金・申込保
証金

要領12P6行目

開封当日の開封開始前までに、価格提案書に記載
した金額の5％以上に相当する申込保証金を納付～
との記載がありますが、優秀事業者の審査結果の
送付から価格提案書の開封までの期間は何日程度
見込まれているのでしょうか。
また、申込証拠金を納付後も、開封前日までは、当
社事由であっても違約金はなく、辞退できるという認
識でよろしいでしょうか。

優秀事業者の選定から価格提案書の開封までの期
間は、現時点では未定です。
申込保証金は、価格提案書の開封当日に納付して
いただきます。

97
売買代金・申込保
証金

要領12P7行目
銀行振出小切手について、条件等はありますか。
（鹿児島手形交換所加盟の金融機関振り出しのもの
等の条件他）

小切手の条件は、振出日から10日以内で、鹿児島
手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関を支
払人とし、その支払い地を鹿児島市と定め、かつ、
持参人払式又は指定金融機関を受取人とする記名
式でなければなりません。（鹿児島市交通局会計規
程第46条）

除去解体後の敷地内レベルを示した図面は作成し
ておりません。
解体は現況レベルで仕上げる予定です。現況レベ
ルは図面を提供しますので、参考にしてください（図
面等データ①）。
既存建物の図面に杭は記載されていないことから、
杭はないものとしています。

関係データを公表します（図面等データ②～⑧）。
なお、地積測量図には高麗町43-1以外の地番も
入っておりますが、売却対象は高麗町43-1のみです
のでご注意ください。

本物件に係る境界紛争はありません。
境界確認、測量調査を行い、確定した面積を登記し
ております。
詳細については、境界確定調書を事務局に備え付
けておりますので、閲覧してください。
地中物の越境については、交通局の責めに帰すも
のでない限り、責任を負いません。

関係図面を公表します（図面等データ⑩、⑪）。
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98
売買代金・申込保
証金

要領14P

売買代金の納付時期について、契約保証金以外の
残金は一括納付とありますが、計画の内容、段階的
な街づくりへの貢献の観点から、買主が代金の分割
納付及び所有権の分割移転（土地の売買契約は一
括）を希望した場合、協議によって分割が認められ
る可能性はありますでしょうか。

売買代金については、一括で納付していただきま
す。
ご質問のような分割納付及び分割移転についても、
協議することは考えておりません。

99
売買代金・申込保
証金

要領14P8行目

共同事業体で支払う場合、それぞれの負担額を
別々に納付しても良いですか。
共有持分で所有権移転登記を受けた後、事業体毎
に使用する敷地を明確に分けるため商業施設１／
３、事務所１／３、住居１／３に分筆し、それぞれ単
独名義とした場合転売禁止条項に抵触しますか。若
しくは最初から分筆して所有権移転登記することは
可能ですか。

共同事業体の代表者に対して納付書を発行します
ので、代表者の責任において一括して納付していた
だきます。
共有持分の場合、所有権移転時においては、持分
割合による共有名義となります。所有権移転後に、
共有者間で土地の持分割合に応じて分筆すること
は可能です。

100 地区計画
要領6P下から
7行目

地区計画について協議する場合、都市計画法第12
条の8に該当する高度利用型の適用は可能でしょう
か。

本物件での地区計画は、提案のあった用途や景観
配慮などを担保することが目的であり、高度利用型
など特別な使い方の地区計画の特例制度は想定し
ていません。

101 地区計画 要領6P18行目

提案内容に基づき必ず網掛けされるのでしょうか。
「地区計画」は何をいつまでに どういう状態にしなけ
ればならないのでしょうか。「地区計画」の協議が整
わない場合、どうなりますでしょうか。具体的にどの
ような網掛けを想定されていますか。（用途制限や
高さ制限等）

本物件に関しては、提案内容を担保するために、必
ず地区計画について協議していただきます。

地区計画の取扱いについては、以下のとおりです。
①開発許可を伴う場合は、地区計画が都市計画決
定しなければ、開発の完了検査は受けられません。
②開発許可が不要な場合は、地区計画が都市計画
決定した後で、建築工事に着工してください。

具体的な地区計画の協議は、買受者決定後となり
ますが、地区計画で取り決める内容は、提案のあっ
た用途や景観配慮などの担保を目的とするもので
す。

102 公共下水道 要領5P14行目
敷地西側にある水路は再整備等の計画はあります
か。ない場合、ディベロッパー側にて整備等を行うこ
とは可能でしょうか。

整備計画は現段階ではありません。
事前に協議していただき条件を満たせば、開発者側
で整備等を行うことは可能です。

103 公共下水道
要領16P参考
事項

敷地西側に公共下水道がありますが、過去の災害
事例（冠水）はありますか。水質を教えてください。

平成6年の水路改良工事以降は冠水の記録はあり
ません。
水質検査はしていませんが、当水路は雨水排水用
の水路であり、また、汚水用下水道が別途整備され
た地域であるため、生活環境に影響を及ぼすもので
はないと考えています。

104 提出書類
要領25P下か
ら5行目

ケ　財務諸表等について、単体・連結どちらのもの
の提出が必要でしょうか。

単体・連結両方を提出してください。

105
優良建築物等整
備事業

要領7P下から
9行目

当地区の（既存の計画等における位置づけ）におい
て「優良建築物等整備事業などにより、都市型住宅
の整備を促進」するとなっておりますが、買受後、貴
市との協議において同事業や、都市機能立地支援
事業等の民間事業者向け補助事業の適用の検討
は可能でしょうか。

106
優良建築物等整
備事業

事業手法について、優良建築物等整備事業等が例
示されていますが、補助率等の目安があればご教
示下さい。

本物件は、優良建築物等整備事業の対象となりま
せん。
都市機能誘導立地支援事業については、本市の立
地適正化計画を平成28年度末に策定する予定であ
り、現段階で、本物件が都市機能誘導区域に位置
付けられるかなどは、未定です。
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107
公共利用の可能
性

望ましい利用の方向性として、災害時の地域防災に
寄与できる施設機能とありますが、例えば防災備蓄
倉庫等を用意した場合、維持管理も事業者側の負
担となりますでしょうか。将来的に行政に移管するこ
とは可能ですか。

本市における防災資機材等の備蓄は、自助・共助に
より賄われる備蓄物資等を補完するとともに、住宅
等の被災者に対して支給する目的で行われるもの
です。
事業者による防災資機材等の備蓄は、基本的に従
業員に対する備蓄であり、地域住民等への備蓄物
資の提供については、事業者が地域貢献として行っ
ていただくことになりますので、将来的な管理も含め
て、事業者側で管理していただきます。

109 重要無線
敷地上空に重要無線など、高層建築物が影響を与
える可能性がある電波はありませんか。

敷地西側の一部が伝搬障害防止区域にかかるよう
です。詳しくは関係機関にご確認ください。（九州総
合通信局）

108
開発時の住民説
明

要領7P6行目

各事業のどの工事着工前のタイミングで行えばよい
でしょうか。どのように行えばよいでしょうか。「近隣」
の範囲はどこまででしょうか。「建設工事の内容等」
の「等」とは何が含まれるのでしょうか。近隣住民の
了承は必要でしょうか。市から事前に近隣住民へ何
かしらの説明はされますか。

開発許可に関する住民説明については次のとおり
です。

「鹿児島市宅地開発に関する条例」に基づき、開発
予定者は、宅地開発予定標識を設置した日から都
市計画法第32条の規定の基づく協議を行うまでの
間に、説明会等の方法により、開発の計画の内容に
ついて、隣接住民に周知させなければなりません。
また、近隣住民から申出があったときは、宅地開発
予定標識を設置後に、開発の計画の内容につい
て、申出を行った近隣住民に説明しなければなりま
せん。

隣接住民とは、宅地開発区域に接する土地の所有
者並びに当該土地に存する建築物の所有者、管理
者及び居住者の全てをいいます。
近隣住民とは、次のアからウのいずれかに該当する
ものとしています。
　　ア．宅地開発予定地から水平距離が概ね50m
　　　　以内の範囲の土地の所有者と建物の所有
　　　　者、管理者及び居住者
　　イ．宅地開発に伴う土砂の搬出入に係る道路
　　　　（国道、県道及び幅員8m以上の市道を除
　　　　　いた道路）に接する土地の所有者と建物
　　　　　の所有者、管理者及び居住者。
　　ウ．ア、イ以外で市長が当該宅地開発の伴う
　　　　工事等による影響があると認める者。

開発の計画について、隣接住民に周知させなけれ
ばならない内容は、以下のとおりです。
　　・宅地開発区域の位置、面積及び予定工期
　　・土地利用計画（予定建築物の用途含む）、
　　　公共施設の位置及び形態
　　・造成計画の内容（切土、盛土をする土地の
　　　部分、がけ、擁壁の位置、構造）
　　・工事の施行方法、安全対策その他必要な事項

隣接住民、近隣住民の了承は必要ありませんが、
「鹿児島市宅地開発に関する条例」において、「開発
予定者又は開発者と住民とは、宅地開発に係る紛
争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精
神をもって自主的に解決するよう努めなければなら
ない」としております。

市から事前に近隣住民へ説明することは基本的に
ありません。

この他建築に係る住民説明については、「鹿児島市
指定建築物の建築等に係る住環境の保全に関する
条例」でご確認ください。
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