
（仮称）嵐山町川島土地区画整理事業 業務代行予定者の募集に係る質問と回答 

番号 該当箇所 質  問 回  答 

1 募集要項 P1 2.事業の概要(4)権利者数 

現時点で把握している借地権者の人数をご教示く

ださい。また、借地権者の同意状況をご教示くださ

い。 

現時点で把握している借地権者につきましては１名

で、仮同意を頂いています。 

2 募集要項 P1 2.事業の概要(5)現在の法規制状況等 

③埼玉県景観計画における特定課題対応区域 本

地区は埼玉県計画における特定課題対応区域との

ことですが、建物の高さ規制はされるのでしょう

か。現時点での計画などございましたらご教示くだ

さい。 

具体的な内容につきましては、これからの調整事項と

なります。現時点で想定している高さ制限は概ね 30ｍ

です。嵐山町で近年市街化編入を行った花見台地区計

画のＢ地区の建築制限を想定しています。 

3 募集要項 P2 2.事業の概要(6)事業の進捗状況 

「農林漁業との調整措置に係る資料作成及び関係

機関との調整は嵐山町が実施しますが、現時点にお

いて市街化区域への編入が約束されているもので

はありません。」とのことですが、現時点での農林

調整の進捗状況をご教示ください。 

埼玉県産業基盤対策担当と農林調整の開始に向けて協

議を継続しています。 

4 募集要項 P5 4.提案を求める事項 

(2)遵守する法令基準等⑧河川法 

市野川の河川区域、河川保全区域をご教示くださ

い。 

市野川の河川区域につきましては、参考資料(9)一級河

川市野川河川台帳抜粋（座標データ）のとおりです。 

河川保全区域はありません。 

5 募集要項 P5 4.提案を求める事項 

(4)基盤整備の条件①道路 

「町道 1-23 号（都市計画決定済）の道路用地の確

募集要項では「道路整備に伴う公共施設管理者負担金

は関係機関と調整中のため資金計画に含めずに計画し

てください。」旨記載していますが、調整結果により町



保を行ってください。」との記載ですが、当該道路

用地の確保について、町からの費用負担（助成等）

はございますでしょうか。 

が負担金等を支出することは可能です。 

6 募集要項 P6 4.提案を求める事項 

(4)基盤整備の条件等⑦埋蔵文化財 

「地区内は嵐山町教育委員会が試掘調査を行って

おり、埋蔵文化財包蔵地は確認されておりません」

との記載ですが、試掘調査の結果、文化財が確認で

きなかったという理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

7 その他 町道 1-23 号線の縦断勾配は決まったものがござい

ますでしょうか。または、本事業の進捗に合わせて、

町にて設計するのでしょうか。ご教示ください。 

町道１-23号の縦断勾配は決まっています。既に道路に

ついては設計済です。 

8 その他 

参考資料 

「業務代行方式組合土地区画整理事業計画（案）の

作成報告書」P21～P27に概算事業フレームの記載が

ございますが、施行前単価、施行後単価、合算減歩

率 66.9％などの数値は、地権者へ説明しているので

しょうか。ご教示ください。 

施工前単価、施工後単価、合算減歩率等の数値について

は地権者に対して説明していません。 

9 募集要項 P2(7)

これまでの経

緯 

仮同意未同意の方の主な理由を可能な範囲で教え

てください。 

未同意理由としては「具体的な事業内容が不明のた

め。」や「都市計画道路が進捗していないため。」等があ

ります。 

10 募集要項 P5～7 

(4)基盤整備の

条件等 

4.提案を求める事項の項目で、「管理者と協議して

ください」や「意向を確認し協議…」など、協議を

求める事項がいくつかありますが、予定者選定後の

協議との認識で良いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

11 募 集 要 項

P11(5) 提 案 書

文字サイズは 11pt を原則とするとありますが、そ

の場合企画提案書の１ページ当たりにかなりの文

文字サイズ 11ptにつきましては、小さいと判別しづら

いと想定してのものです。強調したい部分を 11ptより



の受付 

1)企画提案書 

字情報を詰め込むことになりますが、そのような認

識で良いでしょうか。また、タイトルや提案の中で

強調させたい箇所については、文字サイズを 11Pt

としなくてよろしいでしょうか。 

大きくすることは問題ありません。 

12 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

地域対象森林について、将来の土地利用計画に反映

すべき事項はあるでしょうか。 

地域対象森林について土地利用計画に反映すべき事項

はありません。 

13 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

土地活用意向「その他」の方の主な意向を可能な範

囲で教えてください。参考資料の(2)川島土地区画

整理事業基本計画概要に土地利用計画図（案）があ

りますが、区画道路を追加し、宅地を細分化しなけ

ればならない可能性はありますか。 

土地活用意向「その他」の方の主な意向については「代

替地を希望」「未定」となります。 

現時点において、基本計画概要の土地利用計画図（案）

に区画道路を追加し、宅地を細分化することは想定し

ていません。 

14 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

土地区画整理事業計画（案）に示されている地区界

の変更、土地利用計画の変更はどの程度可能かご教

示ください。 

現時点において、地区界の変更は想定していません。 

土地利用計画につきましては提案者の考え方で変更す

ることは可能です。 

15 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

町道 1-23 の整備スケジュールについてご教示くだ

さい。 

県道深谷嵐山線から地区界までは、令和 5 年度から用

地買収、令和 6 年度に工事を予定しています。地区内

は令和 7年度・令和 8年度の工事を予定しています。 

16 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

小川幹線を公共用地にする必要はありますでしょ

うか。また基本計画と同様に民有緑地内に配置する

ことは可能でしょうか。 

小川幹線用地は事業完了後に公共用地とします。 

 

17 募集要項 P14 

参考資料 

調整池の構造図を開示願います。関係機関との協議

状況についてもご教示ください。 

参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計計画概

要にて提示した内容以上の資料はありません。 



(2)基本計画概

要 

埼玉県県土整備部河川砂防課から「埼玉県雨水流出抑

制施設の設置等に関する条例に基づく雨水流出抑制施

設の設置について、引き続き当課と協議を行うこと。」

「市街化区域への編入を伴う開発行為の場合、治水対

策協議に必要な調整・協議を当課と行うこと。」等の助

言を頂いています。 

18 募 集 要 項

P11(5) 提 案 書

の受付 

１）企画提案書 

提案書に減歩率の記載の必要はございますでしょ

うか。 

予定する減歩率の記載をお願いします。 

19 募 集 要 項

P11(5) 提 案 書

の受付 

1)企画提案書 

提案書提出後、各種理由（圧密沈下対策、UCRの土

の入手不可、地中埋設物、土壌汚染等）の不測の事

態により減歩率の変動は許容されるのでしょうか。 

予測不能な理由による減歩率の変動はやむを得ないと

考えます。 

20 募集要項 P14 

参考資料 

(7)洪水浸水想

定区域図 

浸水予測上、最大 5m の浸水予測となっています。

今回の事業フレーム内の盛土高さの設定について

開示願います。 

参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計計画概

要にて設定している盛土高は令和元年台風 19号の際の

事例を参考としたものです。洪水浸水想定区域図・水害

リスク情報図を反映したものではありません。 

21 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

地区内において、現位置換地が必須の範囲をご教示

お願い致します。また、地区内において、現位置換

地は不要ではあるものの、利用継続必須を想定して

いる範囲をご教示お願い致します。 

現時点において、現位置換地が必要な地権者は把握し

ていません。産業用地として自己利用が想定される地

権者が１名います。利用継続必須を想定している地権

者は把握していません。 

22 募集要項 P5 

(4)基盤整備の

条件 

①道路 

都市計画道路「平沢川島線」と県道ときがわ熊谷線

の交差点ですが、信号設置される予定でしょうか。 

信号は設置されることを想定しています。 



23 募集要項 P5 

(4)基盤整備の

条件 

①道路 

都市計画道路「平沢川島線」「月輪川島線」の地区外

の用地買収の進捗状況と今後の見通し、整備スケジ

ュールについてご教示ください。 

質問№15をご参照ください。 

24 募集要項 P5 

提案にかかる

留意事項 

① 将来の都市

計画 

都市計画として、どのような用途地域を想定されて

いるのでしょうか。 

具体的な内容につきましては、これからの調整事項と

なります。現時点で想定している都市計画上の用途は

工業地域であり、嵐山町で近年市街化編入を行った花

見台地区計画のＢ地区の建築制限を想定しています。 

25 募集要項 P5 

提案にかかる

留意事項 

将来の都市計

画 

産業系誘致に関して、誘致する業種、建物用途、建

物形状等の制限についてご教示ください。 

製造業、物流業等の誘致を想定しています。なお建物の

形状等について具体的に制限を行う予定はありません

が、嵐山町で近年市街化編入を行った花見台地区計画

のＢ地区と概ね同様な壁面の位置の制限等を予定して

います。 

26 募集要項 P5 

提案にかかる

留意事項 

将来の都市計

画 

用途制限、建ぺい率、容積率、高さ制限、緑化率、

日影規制等の制限についてご教示ください。 

具体的な内容につきましては、これからの調整事項と

なります。現時点で想定している内容は嵐山町で近年

市街化編入を行った花見台地区計画のＢ地区と概ね同

様です。用途：工業地域 建ぺい率：60％ 容積率：

200％ 高さ制限：約 30ｍ 緑化率：20％ 日影規制：

建築基準法のとおり 

27 募集要項 P3 

業務代行者の

業務①業務内

容 

嵐山町からの補助金および支援策の予定または検

討についてご教示ください。 

質問№5をご参照ください。 

28 募集要項 P14 

参考資料 

最新の地権者数、個人の方の数、法人数、法人名、

同意状況、未同意者の有無をご教示ください。 

最新の地権者数等は次の通りとなります。 

地権者数：68 名（※共有権利者及び相続未登記による



(1)地区概要書 想定権利者を含めると 162名） 

うち個人：66名 

うち法人：2名（法人名は非開示とします。） 

同意状況：仮同意率 人数割合 91.1％ 面積割合

91.6％（※上記の権利者数（162名）に基づく数値では

ありません。）未同意者：6名 

29 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

仮同意を頂けなかった地権者様の理由と直近の状

況についてご教示ください。 

未同意理由については質問№9をご参照ください。直近

の状況については質問№28をご参照ください。 

30 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

建物移転を希望されている地権者はいますか。ま

た、既存のまま残す必要がある建物はありますか。 

 

区域内に建築物はありません。なお農機具等を収納す

る工作物等は数棟確認しています。 

31 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

個人で土地活用したい地権者は何名いますか。ま

た、具体的にどのような土地活用をしたいという声

がありますか。 

産業系での自己利用を希望している地権者が 1 名いま

す。業務代行者に売却せずに自己にて換地の賃貸を希

望している地権者が 5名います。 

32 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

地区内外におけるインフラ整備状況（下水道幹線、

地中埋設ケーブル等）についてご教示ください。 

参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計画概要

①P43に上水道、P51に汚水幹線の配置を記載していま

す。地中埋設ケーブルについては把握していません。 

33 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

地区内外に渡る農業用水経路をご提供いただける

かご教示ください。 

参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計画概要

①P54現況用排水路図に記載しています。 

34 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

水利組合や土地改良区等の地元組織はあるでしょ

うか。開発負担金に類するものはありますか。 

地区内には土地改良区はありませんが、天沼水利組合

があります。なお、開発負担金に類するものはありませ

ん。 

35 募集要項 P14 土壌汚染、地中埋設物の地歴を示すものを提供頂け 参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計画概要



参考資料 

(1)地区概要書 

るかご教示ください。 ①P6に土壌汚染の状況について記載しています。 

36 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

土壌汚染、地中埋設物等の隠れた瑕疵について、そ

の除去等に要する費用は組合負担で撤去するのか、

当該地の地権者負担の前提なのか、現時点でのお考

えがあれば、ご教示頂けますでしょうか。 

土壌汚染、地中埋設物等の隠れた瑕疵についての撤去

費の負担者については、これからの調整事項となりま

す。 

37 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

営農継続を希望される地権者、委託営農団体はどの

程度の割合（人数、面積）でしょうか。また営農団

体や土地改良区等への離作補償等はどのように考

えればいいでしょうか。 

現時点においては、営農継続を希望している地権者は

１名(面積約 800㎡)います。 

地区内で活動している営農委託団体や土地改良区はあ

りません。また団体への離作補償等は必要ありません。 

38 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

対象地は浸水想定エリアに該当していますが、嵐山

町の事業で治水対策工事等の計画を考えていらっ

しゃればご教授下さい。 

嵐山町の事業による治水対策工事等は想定していませ

ん。 

39 募集要項 P14 

参考資料 

(1)地区概要書 

耕作希望者の方は現水路が廃止され、水道水の代替

利用を了解されていると解釈していますがよろし

いでしょうか。 

地区外耕作地へ用水を供給する必要がありますので地

区内の水路整備を予定しています。水道水の代替利用

は想定していません。 

40 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

本同意収集に関して、嵐山町様や準備会様はどのよ

うな業務を想定されていますでしょうか。例えば、

定例会出席や資料作成等のあくまでも支援業務と

解釈していますがよろしいでしょうか。 

本同意収集は業務代行予定者の業務と考えています。

嵐山町、準備会が行う業務は基本的にはないと考えて

います。 

41 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

業務代行方式組合土地区画整理事業計画（案）の土

地利用計画の CADデータご提供お願いします。 

CADデータを提供します。 

42 募集要項 P14 

参考資料 

事業概算や予想減歩率といった数値は、既に地権者

様等に開示・説明されているのでしょうか。 

質問№8をご参照ください。 



(2)基本計画概

要 

43 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

圧密沈下対策や UCR の建設発生土の受け入れがで

きない場合は、事業計画の見直しはされるのでしょ

うか。 

予測不能な理由による事業計画の見直しはやむを得な

いと考えます。 

44 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

概略事業フレームの概算事業費を算出する根拠と

なった概略設計図案や区画整理設計の図面の開示

をお願いします。 

参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計画概要

の内容以上の資料はありません。 

45 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

概算事業費について、工作物移転費の対象工作物を

具体的にご教授下さい。 

参考資料(2)川島地区土地区画整理事業基本計画概要

における工作物移転費は農機具等を収納する小屋３棟

程度を対象としています。なお、基本計画概要作成後、

地区西側に資材置場が新たに１か所設置されていま

す。 

46 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

概算事業費で軟弱地盤対策、圧密沈下対策はどのよ

うに考えられているのでしょうか。 

概算事業費において、軟弱地盤対策、圧密沈下対策は想

定していません。 

47 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

要 

UCRの確実性はどれぐらいの確率とお考えでしょう

か。何パーセントと見込まれていますでしょうか。 

盛土材を購入土で賄う場合、事業計画の成立が困難と

思われますので、UCR等から確保する以外の選択肢はな

いと考えます。 

48 募集要項 P14 

参考資料 

(2)基本計画概

事業提案の減歩率について事業者選定後に、社会情

勢や経済状況により、減歩率を変更する事は可能で

しょうか。不可能な場合は辞退することができるの

減歩率の変更につきましては質問№19 をご参照くださ

い。 

やむを得ない事情により業務を途中撤退することは可



要 でしょうか。 能ですが、それまでに要した費用について準備会又は

町に支払いを求めることは認めません。 

49 P5（4）基盤整備

の条件等①道

路 

町道 1-23 号と県道ときがわ熊谷線との交差点に信

号機を設置する計画はありますか 

質問№22をご参照ください。 

50 P14 8 参考資

料（3）現地測量

データ 

町道 2-48 号線に埋設済みの汚水②嵐山幹線の埋設

位置（座標）の実測データを提示して下さい。 

汚水幹線埋設位置の座標データはありません。 

51 同上 県道ときがわ熊谷線に埋設済の汚水①流域幹線と

汚水②嵐山幹線の埋設位置（座標）の実測データを

提示して下さい。 

質問№50をご参照ください。 

52 P6④水路 

［基本計画の

作成］報告書

（R2 年 3 月）

P103 雨水排水

施設計画図 

県道ときがわ熊谷線に埋設予定の BOX（1200） 

Ｌ＝267ｍは調整池には流入させず、県道の区域境

界までの施工と考えてよろしいですか。 

県土ときがわ熊谷線に埋設予定の BOX は調整池に流入

させる想定です。 

53 ［基本計画の

作成］報告書

（R2年 3月） 

P11（7）動植物

の生態状況 

埼玉県のレッドデータブック掲載の 58 種が、注目

すべき植物群落として確認（地区内：C、隣接：44、

一部：ｆ）されているが、対処方法について教えて

ください。 

埼玉県のレッドデータブック掲載の植物群落が嵐山町

内において確認されていますが、本地区内における対

象植物群落は把握していません。 

54 ［基本計画の

作成］報告書

（R2年 3月） 

P12（8）景観 

4行目に河川沿いの一部に九頭竜大権現が祀られて

いる。と記載（写真位置、写真⑤）がありますが、

現時点での対処方法について教えてください。 

九頭竜大権現の具体的な対処方法は未定ですが、現時

点においては所有者との協議完了後に公園緑地等に移

設する方法が考えられます。 



55 募集要項Ｐ2 

これまでの経

緯 

発起人会の設立経緯と、どのような方が発起人とな

ったか、また発起人会の活動および準備会の活動状

況等についてご教示ください。 

発起人会については町からの依頼により、天沼水利組

合から選出された地権者等 9名により令和 2年 12月 13

日に設立されました。主な活動内容は次のとおりです。 

令和 3年 4月 11日 打合せ 

同年 5月 23日 打合せ 

同年 11月 14日 打合せ 

準備会については令和 3 年 12 月 19 日に設立され、発

起人 9 名が役員に就任しています。主な活動内容は次

のとおりです。 

令和 4年 5月 29日 役員会 

同年 7月 3日 総会 

56 募集要項Ｐ2 

これまでの経

緯 

仮同意書の取得について、「仮同意率：面積割合約

90%、人数割合約 88%」とのことですが、未同意者の

理由はどういった内容でしょうか。また、事業推進

上大きな課題のある地権者はいらっしゃいますで

しょうか。 

未同意の理由につきましては質問№9 をご参照くださ

い。 

現時点において未同意地権者がいる等、事業推進上、課

題のある地権者はいます。なお最新の仮同意等の状況

については質問№28をご参照ください。 

57 募集要項Ｐ2 

これまでの経

緯 

仮同意書未提出者の所有土地の概略位置、面積をご

教示ください。 

仮同意書未提出者の所有土地の概略位置につきまして

は非開示とします。なお面積は約 10,000㎡です。 

58 募集要項Ｐ2 

これまでの経

緯 

参考資料「令和 3年度地権者意向調査結果」では 10

名が土地活用意向③その他となっていますが、具体

的にどのような意向をお持ちなのかご教示くださ

い。 

質問№13をご参照ください。 

59 募集要項Ｐ5 

将来の都市計

画 

施行予定地区で想定される用途地域、高さ制限があ

ればご教示ください。 

質問№26をご参照ください。 



60 募集要項Ｐ5 

事業スケジュ

ール 

「2024年度中 市街化区域への編入、事業認可」と

ありますが、事業完了予定時期はいつ頃を目途とし

ていますでしょうか。 

事業完了予定時期は 2027年度を目途としております。 

61 募集要項Ｐ5 

事業スケジュ

ール 

「2023年度中 都市計画と農林漁業との調整協議完

了」とありますが、農林協議および都市計画の協議

の状況をご教示ください。 

農林協議につきましては質問№3をご参照ください。 

都市計画の協議については、埼玉県産業基盤対策担当

の助言を頂きながら協議を進める予定です。 

62 募集要項Ｐ5 

基盤整備の条

件等：道路 

町道 1-23 号線の供用開始予定時期についてご教示

ください。 

町道 1-23号の供用開始予定時期につきましては、現時

点では県道深谷嵐山線から西側地区界までを令和 6 年

度末まで、地区内は令和 8 年度末までを予定していま

す。 

63 募集要項Ｐ6 

基盤整備の条

件等：水路 

既存の水路について管理状況をご教示ください。 既存の水路は天沼水利組合や地先の耕作者により管理

されています。 

64 募集要項Ｐ6 

基盤整備の条

件等：供給処理

施設 

町道 1-23 号への下水道本管（雨水）の整備にあた

り助成金等の支援はいただけますでしょうか。 

下水道本管（雨水）の整備にあたり嵐山町が助成金の支

援を行う予定はありません。 

65 募集要項Ｐ6 

基盤整備の条

件等：供給処理

施設 

電力について発送電分離により電力供給設備の整

備費用負担が事業者に重くのしかかる実情がござ

います。電力インフラ整備について行政にて整備さ

れる、または助成をいただくことを希望しますが、

嵐山町様の電力インフラ整備についてのお考えを

ご教示願います。 

嵐山町による電力インフラ整備や助成を行う予定はあ

りません。 

66 募集要項Ｐ7 

基盤整備の条

件等：その他 

市野川の改修スケジュールについてご教示くださ

い。 

川島地区に隣接する箇所の改修スケジュールは未定で

す。 



67 その他 当該地に関する、アセスメント及び関係条例の適用

の有無、希少動物等の情報がありましたらご教示く

ださい 

埼玉県環境影響評価条例の対象事業区分として工業団

地の造成は施行区域の面積が 20ha 以上となっていま

す。本地区の施行予定区域の面積は約 14.9haですので、

当該条例の対象外と考えます。また、地区内における希

少動物等の情報は把握していません。 

68 その他 環境上又はその他法令に基づき保全すべき範囲や

施設の存在、現時点で存置が前提となっている構造

物等があればご教示下さい。 

現時点において、存置が必要な施設は下水道幹線です。 

69 その他 施行予定地区内の地中埋設物の有無、有の場合、エ

リア、内容、量等の情報があればご教示下さい。 

施行予定地区内の地中埋設物として下水道幹線があり

ます。 

70 その他 本事業に関連して、地区外の整備を行う想定があれ

ばご教示下さい。 

現時点において、地区外の整備は想定していません。 

71 その他 現時点で準備会が支出している事務費や調査設計

費、借入金等で、業務代行予定者で立替が発生する

費用があればその額をご教示ください。 

準備会が既に支出している事務費等で業務代行予定者

の立替が必要な費用はありません。 

72 その他 本地区への嵐山町様の助成金等導入の検討状況、お

よび国からの補助金等の有無についてご教示願い

ます。 

質問№5をご参照ください。 

 


