
■岸和田市貝塚市斎場整備運営事業の募集要項等に関する質問に対する回答

書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

1 募集要項 6 3（1）1）コ 応募者の構成等

6項3（1）7）に「構成員の種別の複数を兼ね

ることができる。ただし、～」との記載があ

るため、火葬炉企業が維持管理企業、火葬炉

運転企業、運営企業を兼ねることは可能との

理解で宜しいでしょうか。可の場合共同企業

体の組成は不要（単独）との理解で宜しいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

2 募集要項 6 3 (1) 1) ク～サ 共同企業体の方式

当該項目（ク～コ）にて、共同企業体の組成

のご指示が有り、サにて共同企業体協定書の

提出のご指示がありますが、共同企業体の形

式は応募者が各業務を遂行するに適切な手法

（分担施工方式又は共同施工方式）を選択す

ることで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 募集要項 6 3（1）1）サ
共同企業体協定書

の提出

応募時とは具体的にどのタイミングになりま

すか。また協定書は任意の書式で宜しいで

しょうか。

提出のタイミングは、提案書の提出時です。

共同企業体協定書は任意様式とします。国土

交通省の標準協定書（乙型）を参考にしてく

ださい。

4 募集要項 6 3（１）３） 参加資格要件

整備JVの代表者及び維持管理運営JVの代表者

を定め、どちらか一方の代表者を代表企業と

して定め、当該代表企業が公募手続きを行う

こととする、とありますが、様式2-1には提

案書の提出時に各JV協定書を提出するよう記

載されています。JV協定書は「提案書提出時

までに締結して提出する」との理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 募集要項 7 3 (2) 3) エ

経営事項審査の建

築一式工事の評点

について

経営事項審査の建築一式工事の総合評点800

点を超える建設企業が1社あればJVを構成す

るその他建設企業は800点未満でも資格要件

が満たされるという解釈で良いでしょうか？

すべての建設企業に求める資格要件となりま

す。

6 募集要項 7 3 (2) 3) オ 本社・本店の定義

本社・本店を有するというのは具体的にどう

いった事で参加資格が満たされるのでしょう

か？

①岸和田市又は貝塚市に建設業許可を受けて

いる本社・本店・営業所を有すること。

②①で建設業許可の従たる営業所の場合は、

入札・契約・代金の請求等を委任されている

こと。

③法人市民税を滞納していないこと。

7 募集要項 7 3（2）3）ウ 建設企業
監理技術者の選任義務（従事期間）は工事着

手時からでよろしいでしょうか。

監理技術者の専任義務は、基本的には契約工

期に基づきます。当該工期より短い期間とす

る場合は、市、事業者との協議により書面に

示すこととします。なお、国土交通省の監理

技術者制度運用マニュアルをあわせてご参照

ください。

8 募集要項 7 3（2）3）ウ 建設企業

複数の企業によるJV施工予定しております。

代表企業は監理技術者の内容（氏名、実績

等）を配置予定技術者欄に記載しますが、JV

構成員はJV主任技術者の内容を記載するので

すか。

またJV主任技術者にも同様の実績が求められ

ますか。

本項は、配置される監理技術者に求めている

要件です。主任技術者には求めません。

9 募集要項 7 3 (2) 3) エ

建設企業の経営事

項審査の総合評価

点

当該項目にて、建設企業の業務要件として経

営事項審査の建築一式工事の総合評点が800

点以上とありますが、建設企業の１者以上が

要件を満たすことで宜しいでしょうか。

NO.5のとおりです。

10 募集要項 7 3-(2)-5) その他

「登録ランドスケープアーキテクト等」とあ

りますが、RLAと同等の資格とは他に何があ

りますでしょうか。

技術士（建設部門）やＲＣＣＭ（造園）、一

級造園施工管理技士等を想定しています。

11 募集要項 7 様式3.（2） 工事監理企業

募集要項、（2）各業務を行う者の要件に工

事監理企業の参加資要件の記載がございませ

んが、要件は様式2-4-5 に記載の岸和田市又

は貝塚市の入札参加資格者と考えてよろしい

でしょうか。

工事監理企業としての参加資格要件は特別に

設けません。ただし、工事監理業務を実施で

きる企業であることは求められます。また、

共通要件も満たす必要があります。



■岸和田市貝塚市斎場整備運営事業の募集要項等に関する質問に対する回答

書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

12 募集要項 7
３．（２）

５）
その他

登録ランドスケープアーキテクトなどの有資

格者は設計企業に属しないことでよろしいで

しょうか。協力企業として様式2-4-9 の所属

企業は様式2-4-2 と別企業名が記されること

でもよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13 募集要項 10 4（2）1） 現地見学会
現地見学会以降、任意での現地確認は可能で

しょうか。

斎場の火葬業務に支障がない限り可能です。

事前にご連絡ください。

14 募集要項 12 4（2）10） 上限価格

ここ数か月での物価上昇は著しいものがあり

ます。施設整備費の上限価格の算出根拠とし

て、いつ時点の単価等によるものかご教示く

ださい。

令和３年度に施設整備費の精査を行い、その

後、昨今の物価上昇を考慮の上、上限価格を

算出しています。

15 募集要項 18 ７（1） リスク分担

リスク分担の考え方は事業契約書（案）に示

すとあります。事業契約書（案）とリスク分

担表を早期に開示下さい。

事業契約書（案）は、今回公表しました基本

協定書（案）、施設整備請負契約書（案）、

維持管理・運営業務委託契約書（案）となり

ます。リスク分担については、各契約書

（案）の内容をご確認ください。

16 要求水準書 1 1 (3) ① ア 対象業務

本施設の対象業務に関連して、既存斎場の解

体業務がありますが、既存建物のアスベスト

調査、ダイオキシン調査、PCBの有無などの

ご提示をお願い致します。

これらの事前調査結果が無い場合、整備事業

に係る調査業務にて実施することとなります

が、その結果、アスベストやダイオキシン、

PCB等が含まれていることが判明した場合、

設計変更対象と理解して宜しいでしょうか。

アスベストについては、別紙10の現斎場図面

を参考にしてレベル３はみなし想定の上、ご

提案ください。レベル１、レベル２について

は、調査業務終了後に改めて協議させていた

だきます。ダイオキシン、PCB等について

も、調査業務終了後に改めて協議させていた

だきます。

17 要求水準書 2 1（3）② 本事業の事業期間

供用開始が令和8年 4月との記載があります

が、既存施設の運営・維持管理業務は含まな

いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 要求水準書
3

4

（4）①

（4）②
法令、条例等

本事業について、岸和田市開発行為等の手続

条例、都計法32条、29条開発許可申請の対象

となりますか？

又、開発許可申請が必要になる場合、新斎

場、旧斎場の運営手順に関して工区分けや都

計法37条特例承認等の手続きは可能と考えて

宜しいでしょうか？

都市計画決定範囲内は32条、29条の対象には

なりません。ただし岸和田市開発行為等の手

続条例は対象となります。

19 要求水準書 8 2-(2)-① 敷地概要

視点場の設定について、建物内外に設置する

という考え方でよろしいでしょうか。

施設管理上、利用制限を伴うと考えてよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。利用制限は特にもうけ

る必要はありません。

20 要求水準書 9 2 (2) ①
建設予定地の概要

表

表中に土地利用履歴の記載がありますが、土

壌汚染調査についてご提示下さい。

事前調査が無い場合、整備事業に係る調査業

務にて実施することとなりますが、その結

果、土壌汚染が判明した場合、汚染土壌の処

理やそれに要する工期は設計変更対象と理解

して宜しいでしょうか。

参加表明時に提示します。

21 要求水準書 9 2（2）②ア 敷地の位置

既存杭の詳細がわかる図面をいただきたいで

す。無ければ想定の数量をご提示いただきた

いです。

参加表明時に提示します。

22 要求水準書 9 2（2）②イ 敷地の周辺状況 近隣家屋調査はどの範囲なのか？
包近流木線、岸和田三ヶ山線と敷地に囲まれ

た部分とします。

23 要求水準書 10 2.-(2)-④ インフラ整備状況

「敷地北側の岸和田市墓苑第１墓苑の敷地内

を経由する給水管」の整備工事は日中行って

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。一般利用者の通行

の妨げにならないようガードマンを配置

する等、安全に配慮してください。

24 要求水準書 10 2.-(2)-④
インフラの整備状

況

敷地内に設ける調整池について、既存施設運

用中は仮設型を設置し、既存施設解体後に地

下埋設型としてもよろしいでしょうか。

仮設中においても、雨水及び土砂の流出防止

対策を満たせる場合は、提案によることとし

ます。

25 要求水準書 10 2 (2) ④ インフラ整備状況
都市ガスのガス種は「13A」でしょうか。そ

の場合、供給事業者は大阪ガスでしょうか。
ご理解のとおりです。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

26 要求水準書 10 2 (3) ① 延床面積
「目安」とありますが、下限は－10％程度と

考えてよろしいでしょうか。

面積についてはあくまでも目安とお考えくだ

さい。要求する性能を満たす範囲でご提案く

ださい。

27 要求水準書 10 2-(3)-①

施設整備の基本要

件

駐車場

大型バス1台、マイクロバス6台と示されてい

ますが、それぞれの乗員数が分かればご教示

下さい。

管理用18台とありますが、普通車用の区画と

考えてよろしいでしょうか。

特に乗員数を指定するものではありません

が、大型バスは45～55人乗りの、マイクロバ

スは18～22人乗りの一般的な大きさを想定し

ています。管理用18台についてはご理解の通

りです。

28 要求水準書 10 2 (3) ① ア 造成工事について 残土処分地について指定はございますか？ 一部指定する予定がございます。

29 要求水準書 10 2 (3) ① ア
事業敷地の現況測

量図

造成工事の計画に当たり、事業敷地の現況測

量図のCADデータをご提供ください。
参加表明時に提供します。

30 要求水準書 10 2 (3) ① ア 宅地造成許可

計画内容について、貴市建設指導課開発指導

担当へ指導内容について直接確認しても宜し

いでしょうか。

可能です。

31 要求水準書 12 2 (3) ① カ (ア)
火葬炉設備燃料の

備蓄について

火葬炉設備の燃料を必要量備蓄しておくこと

との記載がありますが、備蓄燃料の種類につ

いては応募者の提案で宜しいでしょうか。

また、斎場内で備蓄する火葬燃料の量につい

ては、供給元からの燃料供給を常時確保出来

れば、応募者の提案で宜しいでしょうか。又

は72時間即ち3日分×1日当たりの火葬件数の

燃料を確保するのでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。

後段については、火葬72件（24件×３日）分

の燃料を確保してください。

32 要求水準書 11 2（3）①ア 造成工事

車両進入は西側市道（岸和田三ケ山線）のみ

に限定し北側市道からの車両進入は禁止とい

う理解で宜しいですか。また、「公共墓地の

場内道路からの取り合い接続可能～」に付い

ては歩行者と車両の両方を意味するのでしょ

うか。

前段については、北側市道からの車両進入は

禁止していないので、安全等を考慮し、ご提

案ください。後段についても、配置計画によ

るため、必須とせずに提案によることとしま

す。

33 要求水準書 11 2 (3) ② ア
開場しながらの建

替え

仮設ヤード地Aを供用開始後も利用し続ける

場合、運営管理会社は無償で利用できるとい

う理解で宜しいでしょうか。賃料が生じる場

合にはその金額を開示下さい。

ご理解のとおり無償で利用できますが、維持

管理費は事業者負担となります。

34 要求水準書 11 ２．(3)②ア
開場しながらの建

替え

仮設ヤード敷地A は「供給開始後も利用可」

となっていますがこの範囲は別紙２にあるよ

うに仮設時も含めて施設整備の事業区域対象

外としてよろしいでしょうか。

共用開始後利用する場合は無償利用可能と考

えてよろしいでしょうか。

NO.33のとおりです。

35 要求水準書 11 2.-(3)-②-ア
開場しながらの建

替え

既存供養塔の移設時期は工事最初段階でもよ

ろしいでしょうか。
適切な位置・期間をご提案ください。

36 要求水準書 11 （3）①イ 調整池

（基本計画41ページ図6-18-1全体配置図案）

調整池については雨水流出抑制施設技術基準

に準拠することは当然ですが、設置位置につ

いては全体配置図案に示す位置で確定でしょ

うか？

場所、容量、個数、仕様等は提案によります

が、維持管理が容易にできることとします。

37 要求水準書 11 2-(3)-①イ 調整池

小渕川への流入抑制のため、基本計画時に想

定されていた貯留量（㎥）があればご教示下

さい。

雨水流出抑制施設技術基準（案）P14より流

出係数が開発前0.7、開発後0.9です。

基本計画では775㎥を想定しています。

38 要求水準書 11 2(3)②ア
開場しながらの建

替え

施設整備中は、仮設駐車場を設けることとあ

りますが、既存斎場利用者の必要駐車台数を

ご指示ください。

10台程度を想定しています。

39 要求水準書 11 2(3)②ア
開場しながらの建

替え

敷地外の利用可能用地として、仮設ヤードＡ

及びＢを活用できるものとするとあります

が、施設整備期間中の斎場利用者用の駐車場

として利用する提案が可能と考えてよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

40 要求水準書 11 2(3)②ア
開場しながらの建

替え

敷地外の利用可能用地として、仮設ヤードＡ

及びＢを活用できるものとするとあります

が、施設整備期間中の仮設工事事務所を設置

する提案が可能と考えてよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

41 要求水準書 12 2 (3) ② エ 外構計画

5段目「季節の花植えや草引きを地元住民と

協働～」とありますが、地元住民とは既に貴

市の方で想定されている自治会等の団体、

サークル等があるのでしょうか。

それとも事業者にて運営開始後に地元住民か

ら有志を募るという意味でしょうか。

またここでいう協働はボランティア形式で費

用発生はないという理解で宜しいでしょう

か。

市で想定している団体がございます。団体の

人件費は不要ですが、花の苗や花の土は事業

者の負担で準備してください。

42 要求水準書 12 2 (3) ② オ 供養塔について

現地調査の際に配布頂きました残骨庫の資料

について再確認させてください。動物用残骨

庫は、現状のまま使用するか、移設する場合

には地面より上部のモニュメントを全て現状

利用する事の理解で宜しいでしょうか。

その場合、動物用残骨庫２については、上部

は地下構造物とコンクリートで一体と思われ

ますので、移設する場合には、同様の形状を

新たに作り直すことでも宜しいでしょうか。

現状の動物用残骨庫（動物用残骨庫２を含

む）は全て処分し、新たに小型の残骨庫をご

提案ください。ただし、上部モニュメントに

ついては、現状のもの（動物用残骨庫２の上

部は除く）を利用します。

43 要求水準書 12 2 (3) ② カ（ア） 停電時への対応

「自家発電機は72時間の燃料を確保するこ

と」とありますが、この場合火葬件数を何件

と想定すればよろしいのでしょうか。平時17

件×3＝51件か非常時24件×3＝72件の何れ

でしょうか。

仮に前者とすると72時間とは、平時開場時間

（平時開場時間は約10時間で火葬17件）の延

べ3日分+予備運営時間分（建物設備に必要

な空調、照明等用のみで、但し火葬用電力は

なし）でトータル開場時間が72時間なのか、

あるいは後者として、非常時なのでとにかく

連続72時間開場し続けて、その間に24時間当

たり24件の火葬を3回転する意味なのでしょ

うか。

発電時間だけでなくその間の想定火葬件数を

明示下さい。

非常時24件/日、3日間で想定してください

（72時間開場し続ける想定ではない）。発電

の対象は、火葬炉と火葬業務遂行のために必

要な最小限の電力とします。

44 要求水準書 12 2 (3) ② カ（ア） 停電時への対応

「火葬炉設備の燃料を必要量備蓄」とありま

すが、都市ガスの代替燃料を備蓄するという

意味でしょうか。

その場合、都市ガスの中圧管は地震に強く供

給途絶リスクは比較的低いとされています

が、都市ガスの途絶リスクに備えて（例えば

灯油等の）代替燃料のタンク等を整備した上

で備蓄するという事でしょうか。

その場合火葬件数を何件分想定すれば宜しい

でしょうか。また備蓄燃料の費用は組合負担

という理解で宜しいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。代替

燃料は提案によることとします。後段の火葬

件数は、非常時24件/日、3日間で想定してく

ださい。光熱水費については、引渡しまでは

事業者負担とし、引渡し後は備蓄燃料を含め

組合負担となります。

45 要求水準書 12 2.(3).②.ｶ.(ｲ) 断水時への対応

｢緊急遮断弁を設置し、災害時等で｣とある

が、緊急遮断弁は感震器により動作するもの

と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 要求水準書 13 ２(3)③エ 施設の構成

諸室は事業者提案により個別の室でなく一部

は兼用の室とすることは可能でしょうか。

（例：職員更衣室と休憩室など）

原則として個別の室としてください。使い勝

手のため室同士を接続することは可能としま

す。

47 要求水準書 13 2 (3) ③ オ

エントランスホー

ル

車寄せ

車寄せについて、車両の寄り付きについて、

マイクロバスの停車に対応とのことですが、

大型バス寄り付きの想定はありますでしょう

か。

想定していません。

48 要求水準書 13 ２(3)②キ 駐車場
大型バス、マイクロバス、管理用車両大きさ

は事業者による想定でよろしいでしょうか。

大型バスは45～55人乗り、マイクロバスは

18～22人乗り、管理車両は普通車等、一般的

な車両サイズ想定しています。

49 要求水準書 13 2 (3) ② ク 敷地内禁煙
敷地内は禁煙とありますが、喫煙室の設置は

不要として宜しいでしょうか。
ご理解のとおりです。

50 要求水準書 13 ２．(3)③ウ 構造形式

建物内各種振動・騒音の伝搬を抑えることが

可能であれば部分的に鉄筋コンクリート造以

外を使用可能でしょうか

屋根小屋組、庇等については可能とします。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

51 要求水準書 14 2(3)③オ
火葬部門の整備の

考え方

エントランスの車寄せについて「マイクロバ

スの停車にも対応し」とありますが大型バス

への対応は不要でしょうか。必要な場合は想

定の大型バスのサイズや車寄せ部の必要有効

高さをご教示ください。

大型バスへの対応は不要です。

52 要求水準書 14 2（3）③オ 告別・収骨室

最後のお別れ→拝顔についてはご遺族様・葬

儀者様よりの要望時のみでよろしいでしょう

か。

告別室での拝顔は想定していません。

53 要求水準書 14 2-(3)-①オ

火葬部門の整備の

考え方

告別・収骨室

火葬炉2炉に対して、収骨室（告別室兼用）

を1室計画するとありますが、動物炉1基に対

しては、別途収骨室を設置したほうがよろし

いでしょうか。ご教示下さい。

動物火葬での収骨サービスは想定していない

ので、動物用の収骨室は不要です。

54 要求水準書 14 2 (3) ③ オ 多目的室

「簡易な葬儀」とは具体的にどの様な形態に

なるのか具体的にご教示ください。

基本的に貸室対応ということで式の運営進行

には事業者の職員は関与しないという理解で

宜しいでしょうか。

また、通夜対応（閉場時間を過ぎての職員の

待機（残業））はないとの理解で宜しいで

しょうか。

また、葬家の宿泊はなしとの理解で宜しいで

しょうか。

市営葬儀を想定しており、岸和田市ホーム

ページ

（https://www.city.kishiwada.osaka.jp/sos

hiki/21/sougi25.html）

及び貝塚市ホームページ

（https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/so

umu/shimin/menu/sieisougi/shieisouginon

aiyou.html）をご参照ください。

その他は、ご理解のとおりです。

55 要求水準書 14 2 (3) ③ オ 多目的室

多目的室に葬儀用の祭壇は必要でしょうか。

必要とした場合にはサイズにもよりますが祭

壇の頻繁な移動は難しいので多目的室と謳い

ながら用途は葬儀に限定される可能性があり

ます。

常設の祭壇は不要です。

56 要求水準書 14 2（3）③オ 多目的室

全て葬儀社様による準備及び式進行で、多目

的室の貸し出しとの認識で宜しいでしょう

か。

葬儀社による準備・進行がすべて介在するか

どうかは不明ですが、事業者の業務内容とし

てはご理解のとおりです。

57 要求水準書 14 2（3）③オ 多目的室

簡易な葬儀が執り行えられると有りますが祭

壇、仏具は葬儀業者の持ち込みで対応する事

になりますか？

No.55、No.56をご参照ください。

58 要求水準書 14 2 (3) ③ オ 霊安室

冷蔵施設は設置しないとありますが遺体冷蔵

庫は不要で、通常の空調で室内温度を管理す

るという理解で宜しいでしょうか。

ご遺体は柩に入った状態で室に安置する形態

とし、特に臭気対策として密閉型の保管庫等

は不要という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

ただし、ご質問の密閉型保管庫の提案を妨げ

るものではありません。

59 要求水準書 14 2 (3) ③ オ 霊安室

霊安室の利用形態はどのように想定されてい

ますか。

例えば、多目的室で簡易な葬儀を行う柩の一

時置き、直葬の柩仮置き、役所・警察等より

身寄りがなく会葬者なしで行う直葬など、具

体的にご教示ください。

多目的室で行う市営葬儀の柩の一時置き、直

葬の柩仮置き、身寄りがなく会葬者がない場

合を想定しています。

60 要求水準書 14 2(3)③オ(ア) 霊安室

霊安室はどのような使用方法をお考えでしょ

うか。遺体保冷庫は2 台設置で良いでしょう

か

霊安室は、ご遺体を安置する場所として使用

します。

要求水準書のとおり、遺体保冷庫は不要で

す。

61 要求水準書 14 2（3）③オ 霊安室

開場時間のみの受入で宜しいでしょうか。霊

安室預りでの焼香や顔みせなどのお別れ対応

は行うのでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。後段

については、霊安室では焼香や顔みせは行わ

ず、多目的室で行います。

62 要求水準書 14 2（3）③オ 霊安室
保管庫は設置しないとなっておりますが、柩

安置台は2台設けるのでしょうか？
ご理解のとおりです。

63 要求水準書 14 2（3）③オ その他

P43のウで炉内台車の予備を整備することと

ありますが、予備台車を置いておく台車庫が

必要と考えてよろしいでしょうか？

台車庫として整備するかどうかは、提案によ

ることとします。

64 要求水準書 15 2　(3)
待合部門の整備の

考え方

待合室の予約・利用について、会葬グループ

の人数が多数の場合、2部屋以上を予約・利

用することはできるとの認識で良いでしょう

か。

他の会葬者グループの待合室利用を阻害しな

い限りにおいて、ご理解のとおりです。ただ

し、システム上の予約は不可とします。
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65 要求水準書 16 2（3）③カ

男女別のユニットバスの設置とありまります

が男女別シャワー室でもよろしいでしょう

か？

ユニットバスとしてください。

66 要求水準書 16 2(3)③キ 発電機室

「非常用の発電機を設置する部屋を設けるこ

と」とありますが発電機を屋外設置すること

は可能でしょうか。

可能です。配置については、目立たないよう

工夫し、ご提案ください。

67 要求水準書 16 2(3)③キ
建築設備の整備要

件

斎場施設の受変電・配電に必要な設備を設置

する部屋を設けること。と記載があります

が、設置場所について発電機等と同様に屋内

設置、屋外設置は提案によるものと考えて宜

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。配置については、目立

たないよう工夫し、ご提案ください。

68 要求水準書 16 2 (3) ③ キ 台車庫

台車とは柩運搬車、台車運搬車を指している

のでしょうか。異なる場合は具体的に表示下

さい。また、上記の通りである場合には、運

用上で会葬者の気持を害さないように格納ま

たは隠すことができれば台車庫を設けない提

案も可能でしょうか。

前段については、ご質問のとおりです。

後段については、適切に機能を充足している

場合は、台車庫を設けない提案を即座に要求

水準未達と判断しないこととします。

69 要求水準書 17 2(4)②イ 発電設備

「最低72 時間以上、施設を稼働できる容

量」とありますが、火葬炉は何炉分の稼働を

想定されているのでしょうか。

緊急時に24件/日、３日間の火葬を想定して

います。稼働する炉数の制限は設けません。

70 要求水準書 17 2 (4) ② イ 発電設備

「最低72時間以上、施設を稼動できる容量と

する」とありますが、72時間に何件の火葬件

数を想定すれば宜しいでしょうか。

平時17件/日×3日＝51件でしょうか、又は非

常時24件/日×3日＝72件でしょうか。

あるいは別途貴市で想定する火葬件数を開示

下さい。

非常時の想定火葬件数は24件/日、３日間で

す。

71 要求水準書 17 2.-(4)-②-イ 発電設備

「太陽光発電設備を設置し自家消費するこ

と」とありますが容量の最低限度はあります

でしょうか。

最低限度は定めず、提案によることとしま

す。

72 要求水準書 17 2.(4).②.ｲ 発電設備

｢重要負荷への停電時送電用｣とあるが給水を

考えた場合、第1墓苑内加圧給水ポンプへの

送電が必要となるが給水を重要負荷と解釈す

ると考えてよろしいでしょうか。

斎場で受水槽を設けることを想定します。

受水槽の容量は、３日間使用できるよう確保

してください。

73 要求水準書 17 2.(4).②.ｲ 発電設備

｢太陽光発電設備を設置｣とありますが、容量

等条件の記載がありませんが提案によると考

えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

74 要求水準書 17 2.(4).②.ｲ 発電設備

｢可能ならば蓄電池を導入すること｣とありま

すが可能ならばとは提案によると考えてよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

75 要求水準書 18 2.(4).②.ｵ 動力設備

第1墓苑内の新斎場用加圧ポンプの警報は新

斎場にて中央管理すると考えてよろしいで

しょうか。また、その配線は市道包近流木線

の横断含め埋設配管配線されると考えてよろ

しいでしょうか

第１墓苑内の加圧ポンプの警報は中央管理不

要です。

76 要求水準書 18 2.(4).②.ｵ 動力設備

第1墓苑内の新設受水槽の満減水警報につい

ても上記同様新斎場にて中央管理されると考

えてよろしいでしょうか。

第1墓苑内の新設受水槽の満減水警報につい

ても中央管理不要です。

77 要求水準書 18 2.(4).②.ｵ 動力設備

第1墓苑内の第2墓苑用揚水ポンプについての

警報は出力先が不明ですが、不要もしくは別

途と考えればよろしいでしょうか。

不要です。

78 要求水準書 19 2　(4) 監視カメラ設備

映像をハードディスク等に記録し、メモリー

カードへの書き出しを行うこととあります

が、事件事故が生じたときに、メモリーカー

ドへの書き出しが出来るようになっていれば

よく、保存期間は提案との理解でよいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。
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79 要求水準書 20 2 (4) ③ オ 給水設備

別紙５にて給水引き込み工事の図面提示があ

りますが、図中の青いラインの撤去も本工事

でしょうか。

また、撤去が本工事の場合、青いライン部分

のみ撤去とし、他の埋設配管等は残置と考え

て宜しいでしょうか。

青色ライン以外で撤去が必要な埋設配管等が

ある場合は資料の提示を御願いします。

青いラインの撤去も本工事です。他の埋設配

管等は残置と考えてご提案ください。ただ

し、撤去範囲及び撤去時期につきましては、

設計時に再度協議のうえ決定としてくださ

い。

80 要求水準書 20 2 (4) ③ オ 給水設備

別紙5には、量水器は水道本管引き込み位置

のみに設置されておりますが、計画敷地内に

子メーターは不要と判断して宜しいでしょう

か。

新斎場内に子メーターを設置してください。

81 要求水準書 20 2 (4) ③ オ 給水設備

雨水利用として防火水槽のバックアップなど

との記載があります。

防火水槽への補給水に雨水を再利用するとの

解釈で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

82 要求水準書 20 2 (4) ③ オ 給水設備

給水設備に関連して、別紙５にて市霊園北側

の市道から霊園を縦断して斎場予定地まで給

水設備の敷設工事が本工事としてあります

が、給水設備の維持管理区分としては、別紙

２に示される本斎場の事業区域内を本事業の

維持管理対象として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

83 要求水準書 20 2.(4).③.ｵ 給水設備

別紙5給水設備計画図における第1墓苑内の第

2墓苑用揚水ポンプ及び新斎場用加圧給水ポ

ンプの電源はどのように供給すると考えれば

よろしいでしょうか。

水道管引き込みから受水槽までは、第1墓苑

と共用部分があり、現在のところ工事範囲に

含むと考えておりますが、墓苑管理者との協

議により、変更の可能性があります。従いま

して設計時に再度協議のうえ決定としてくだ

さい。

なお、加圧給水ポンプの電源は第１墓苑の管

理事務所から供給を予定しています。

84 要求水準書 20 2.(4).③.ｵ 給水設備

別紙5給水設備計画図による給水管の敷設に

伴い墓苑内道路の通行止めが発生するが条件

があればご指示願います。

通行止め期間は夜間工事としてください。

85 要求水準書 20 2.(4).③.ｵ 給水設備

別紙5給水設備計画図による給水管の敷設、

新斎場供用後既存斎場の撤去となるが、別紙

3にて既存斎場への給水管の撤去が記載され

ているが墓苑内から既存斎場に至る既存給水

管は存置と考えてよろしいでしょうか。

斎場から市道包近流木線を横断したところま

で撤去としてください。第1墓苑内は存置し

ますが、撤去範囲及び撤去時期につきまして

は、設計時に再度協議のうえ決定としてくだ

さい。

86 要求水準書 20 2－(4) 給水設備

給水引込工事ですが､仮設に必要な給水設備

として工事着工前に先行しての施工は可能で

しょうか｡

可能です。

87 要求水準書 20 2(4)③オ 給水設備

別紙５において、給水設備(新設)が霊園内道

路下部を埋設することとなっておりますが、

工事期間中の利用者の通行規制などにおける

事前協議を行う担当部局をご指示ください。

水とみどり課及び建設管理課となります。

88 要求水準書 20 2 (4) ③ ク 消火設備

消防本部との協議により防火水槽の設置の指

示が有ります。その他開発行為等に関する指

導事項を確認するため、消防本部への直接の

問い合わせは可能でしょうか。

可能です。

89 要求水準書 21 3 (1) ⑥
連絡・調整・技術

者の配置

「統括管理技術者」とは基本協定書案第8条

の統括管理責任と同一人物で問題ないでしょ

うか。

問題ありません。

90 要求水準書 21 3.（1）⑥
連絡･調整･技術者

の配置

統括管理技術者は現場代理人や監理技術者と

兼務可能でしょうか。

統括管理技術者と現場代理人の兼務は可能で

すが、統括管理技術者と監理技術者の兼務は

不可となります。

91 要求水準書 22 3 (2)
整備事業にかかる

調査業務

「必要な調査」には解体対象の既設火葬炉に

係るダイオキシン調査も含まれるという理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

92 要求水準書 22 3(2)
整備事業に係る調

査業務
岸和田市で何か事前調査はされていますか？

地質調査、測量、土壌汚染調査を実施してい

ます。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

93 要求水準書 22 3(2)
整備事業に係る調

査業務

調査されてなく、契約後の調査で想定よりも

有害なものが検出されると施工方法や処分

場、施工費等大きく変わると思われますがど

うお考えですか？

NO.16のとおりです。

94 要求水準書 22 3(2)
整備事業に係る調

査業務

有害なものをある程度見込まれているのであ

れば、公平な見積が出来るよう数量、施工方

法等、ご提示していただけませんか？

NO.16のとおりです。

95 要求水準書 25 3.-(3)-⑥-イ 実施設計成果物等
CASBEEについて「認証申請書類」認証の取

得が必要でしょうか。
必要です。

96 要求水準書 25 ３．(3)⑥イ
実施設計⑦

大臣認定書

大臣認定が不要な計画の場合は成果物対象外

としてよろしいでしょうか。
ご理解のとおりです。

97 要求水準書 31 3.-(3)-⑦ 留意事項

「景観条例に基づく景観協議（環境デザイン

協議）」について協議回数は何回を想定すれ

ばよろしいでしょうか。

協議回数としましては１回が基本となります

が、協議した内容から、協議漏れや専門家の

意見が反映できていない等の変更があった場

合、再度協議を行う場合があります。

手続きのながれの詳細については、

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshi

ki/44/daikibokenntikubututou-

todokede.html

に掲載の「岸和田市景観計画に基づく届出の

てびき」をご参照ください。

98 要求水準書 31 3.-(3)-⑦ 留意事項

「市による関係者等への説明等が必要な場

合、事業者は、市の求めに応じて、必要な資

料等を作成するとともに、これらの説明に協

力すること。」とありますが、現段階で想定

される「説明等が必要な場合」は具体的にあ

りますでしょうか。また、必要な資料につい

て程度の想定があればご教示ください。

現段階での具体的な場面の想定はありませ

ん。庁内関係者以外に墓苑関係者、地元住民

への説明等が考えられます。

99 要求水準書 31 3 (4) ⑦ 工事費内訳明細書
工事費内訳明細書について、建設企業の書式

として宜しいでしょうか。

現時点では、ご質問の想定書式としていただ

いて構いません。実施時には、市との協議に

基づいてください。

100 要求水準書 33 3.-(5)-④-ア 建設工事

「墓参者等の来場が多く見込まれる時期（お

彼岸、お盆、年末年始）は原則として工事を

行わないこと。」とありますが何日程度で

しょうか。

お彼岸は３月と９月のそれぞれ1週間程度、

お盆は８月の３日間程度、年末年始は12月末

から１月にかけての１週間程度が想定されま

す。工事年度にあわせてご確認の上ご提案く

ださい。

101 要求水準書 33 3(5)④ア 建設工事

墓参者等の来場が多く見込まれる時期（お彼

岸、お盆、年末年始）は原則として工事を行

わないこととありますが、具体的な月日をご

提示下さい。

NO.100のとおりです。

102 要求水準書 35 3.-(6)-①-ア-(ア) 火葬炉数
人体炉8基とありますが、その内大型炉はい

くつ必要でしょうか。
提案とします。

103 要求水準書 36 3(6)①ア(ウ) 柩の最小寸法
柩の最小寸法とありますが、最大寸法と考え

てよろしいでしょうか。

要求水準書で示した柩の寸法以上の棺が火葬

できるようにしてください。

特に最大の寸法は定めません。

104 要求水準書 36 3 (6) ① ア (ウ) 柩の最小寸法

柩の最大寸法も提示下さい。

或いは「最小」は「最大」の誤字でしょう

か。

NO.103のとおりです。

105 要求水準書 36 3(6)①ア(ウ) 柩の最小寸法

「柩の最小寸法」をご提示されていますが、

最小寸法ではなく「最大寸法」の誤りではな

いでしょうか。

NO.103のとおりです。

106 要求水準書 36 3 (6) ① ウ (イ)
運転回転数及びｻｲｸ

ﾙ

「1炉の運転周期は2時間とする」とあります

が、この2時間は告別開始から収骨が完了ま

での意味でしょうか。タイムスケジュールの

作成に関係するので、周期の始期と終期を具

体的に明示ください。

タイムスケジュールの周期の始期と終期は、

受付から収骨完了までです。

107 要求水準書 36 動物炉

道路上などでの亡骸や市などからの持ち込み

は有りますでしょうか。

岸和田市・貝塚市以外の市外に付きましての

受入はされるのでしょうか。

開場時間のみの受入で宜しいでしょうか。

持ち込みはあります。市外の受け入れはござ

いません。開場時間のみの受入となります。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

108 要求水準書 37 3(6)①ウ(エ)d 排気方式

「2 炉1 排気系列とする」とありますが、人

体炉が2 炉排気系列で、動物炉は1 炉1 排気

系列と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 要求水準書 39 3(6)①オ(ア)a 性能試験

「事業者は、引渡後性能試験の前に予備性能

試験を行い」とありますが、どのような試験

内容でしょうか。

開業にあたって必要な試験をご提案いただ

き、実施してください。

110 要求水準書 39 3 (6) ① オ (ア) a 予備性能検査
予備性能試験とは具体的にどのような性能項

目を想定されているのでしょうか。
NO.109のとおりです。

111 要求水準書 40 3(6)①オ(イ)b
引渡後性能試験条

件

引渡後性能試験条件は全炉全項目実施すると

いう認識でよろしいでしょうか。
ご理解のとおりです。

112 要求水準書 40 3(6)①オ(イ)b
引渡後性能試験条

件

排ガス測定の回数（炉数）について記載があ

りませんが、各系列1 回（計5 回）実施と考

えて宜しいでしょうか。

NO.111のとおりです。

113 要求水準書 40 3 (6) ① オ (イ)c
事業期間中の定期

性能検査

排ガス測定は全炉、全系列、任意の1炉の何

れになるのでしょうか。それ以外の場合には

具体的に開示下さい。

任意の1炉を想定しています。（59頁に記

載）

114 要求水準書 40 3(6)①オ(イ)c
事業期間中の定期

性能試験

事業期間中の定期性能試験は、組合が指定す

る1炉につき、全項目という認識でよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

115 要求水準書 43 3(6)③イ(イ) 炉内台車

「台車車輪冷却装置を設置すること」とあり

ますが、車輪部が高温にならない（排ガスが

廻らない）構造であれば、冷却装置は設置不

要としても宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

116 要求水準書 43 3(6)③イ(イ) 要求性能

「炉内台車に台車車輪冷却装置を設置するこ

と」とありますが、弊社の炉については、炉

内圧制御を確実に行えることから、火葬中

に、焼却ガスが、炉内台車下部に廻ることに

よる車輪の焼損が発生する可能性は有りませ

ん。従いまして、この項目については、必須

では無いと考えてよろしいでしょうか。弊社

納入の炉に、台車車輪冷却装置は、一切付い

ておりません。

NO.115のとおりです。

117 要求水準書 46 3(6)⑤ア(イ)
排ガス冷却用空気

送風機

「インバータ制御等の故障時に、運転が可能

な直結回路を設けること」とありますが、制

御方法をインバータ制御とする場合のみ、直

結回路の設置が必要と考えて宜しいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

118 要求水準書 48 3(6)⑦ア 炉前化粧扉

開閉操作は炉前室操作盤で行えるよう･･･」

とありますが、炉前室操作盤とはP52 カの炉

前操作盤のことと考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

119 要求水準書 50 3(6)⑧イ
燃焼空気供給制御

システム

燃焼空気供給制御システムは「燃焼空気送風

機とインバータを使って･･･」とあります

が、コントロールモータ付ダンパによって吐

出圧力制御ができれば、インバータは不要と

しても宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

120 要求水準書 50 3 (6) ⑧ イ
計装設備全体に係

る特記仕様

「燃焼空気供給制御ｼｽﾃﾑは、十分な余裕を

持った燃焼空気送風機とｲﾝﾊﾞｰﾀｰを使って」

とありますが、45項④ウ燃焼用空気送風機の

仕様にはｲﾝﾊﾞｰﾀｰの記載がありません。ｲﾝﾊﾞｰ

ﾀｰの有無は事業者提案でも宜しいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

121 要求水準書 50 3 (6) ⑧ イ
計装設備全体に係

る特記仕様

「燃焼空気供給制御ｼｽﾃﾑは、十分な余裕を

持った燃焼空気送風機とｲﾝﾊﾞｰﾀｰを使って」

とありますが、当社では火葬中時間中の燃焼

空気の送風圧力を一定に保つ方法を採用して

いるため、ｲﾝﾊﾞｰﾀｰを使わない制御ｼｽﾃﾑの提

案も可能でしょうか。

可能です。

122 要求水準書 51 3 (6) ⑧ オ 中央監視制御盤

「炉前操作パネル」とは、炉前操作盤ではな

く、火葬炉現場操作盤のタッチパネルの誤記

でしょうか。

中央監視制御盤で各火葬炉を手動で制御可能

とすることを意図しています。
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123 要求水準書 52 3 (6) ⑧ オ (イ)
主要機能（その他

機能）

「火葬計画の作成」とありますが、火葬計画

とは具体的にどのようなものかご教示下さ

い。当日の火葬の炉、待合室等の割付は予約

ｼｽﾃﾑと連動した運営支援ｼｽﾃﾑで行ないます

が、中央監視制御盤で行なう火葬計画という

ものが具体的にイメージできません。

中央監視制御盤でご質問のシステムをご提案

いただいて結構です。

また、火葬の炉、待合室等の割付のみで受け

付けた火葬を滞りなく実施できるのであれ

ば、そのようにご提案ください。

124 要求水準書 52 3 (6) ⑧ ク モニター設備

「防犯カメラ」とはＰ18シに記載する防犯用

監視カメラと同義という理解で宜しいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

125 要求水準書 52 3 (6) ⑨ イ 炉内台車運搬車

収骨準備の準備に差しさわりがなければ、炉

内台車運搬車を提案せず、代わりの設備を納

入することは可能でしょうか。

適切な性能が発揮されれば提案できることと

します。炉内台車運搬車を使用せずに機能を

代替する提案であることが分かるようご提案

ください。

不明の場合、要求水準を達成していないと判

断される場合があります。

126 要求水準書 53 3 (7) イ 予約受付

「予約受付の対象施設は、本斎場の火葬炉、

待合室（無料）～」とありますがここで言う

火葬炉とは厳密に言えば火葬の時間枠の意味

で、使用する火葬炉は予約確定後に運営支援

ｼｽﾃﾑで割付けるという理解で間違いないで

しょうか。

ご理解のとおりです。

127 要求水準書 53 3 (7) ウ 運営支援

「施設の空き情報等を統合的に活用～」とあ

りますが、告別・収骨室は予約受付ｼｽﾃﾑの対

象外なので各室の出入りの確認（葬儀中の他

の葬家や職員の誤進入の防止等）のために活

用するという理解で宜しいでしょうか。

ご質問のとおりご理解いただいて結構です

が、告別・収骨室を予約システムの対象に組

み込むことを排除するものではありません。

128 要求水準書 53 （７）ア システム概要

組合・岸和田・貝塚市で確認・操作が可能な

こととありますが、どの様な内容の確認・操

作を想定されていますでしょうか。

予約内容等の確認、緊急時には修正・取消等

ができることを想定しています。

129 要求水準書 53 （７）イ 予約受付

予約受付のシステムについては、クラウドタ

イプの予約受付システムでの提案で問題無い

でしょうか。

問題ありません。

130 要求水準書 53 （７）イ 予約受付

FAX予約に対応との事ですが、FAXで受け付

けた予約に対して手入力で予約情報を入力出

来れば問題無いでしょうか。

適切な手法をご提案ください。

131 要求水準書 53 （７）イ 予約受付

予約を受け付ける対象端末として、PC及び

携帯端末とありますが、携帯電話はアンドロ

イド端末が対象で問題無いでしょうか。

アンドロイド端末限定とすることは想定して

いません。

132 要求水準書 53 （７）イ 予約受付
火葬炉の予約受付については、何日先までの

予約受付が必要になりますでしょうか。

５日程度と考えています。火葬許可の手続き

を経て予約を行う想定です。

133 要求水準書 53 （７）ウ 運営支援

各種データの蓄積とありますが、必要なデー

タ容量に影響する為、各種データに対して蓄

積必要な年数が決まっていれば教えてくださ

い。

維持管理・運営業務における分析等に使用す

るため、原則、供用開始から事業期間終了ま

でのデータを保管していただきます。

ただし、その個々のデータの具体の保管・取

扱いについては、契約後、維持管理・運営業

務の発注者との協議・調整となります。

134 要求水準書 53 （７）ウ 運営支援
動物炉が1炉ありますが、動物炉前には案内

用の表示設備は不要で問題ないでしょうか。

事業者提案によります。

運営上、動物炉前の案内用表示設備が不要で

あれば、そのようにご提案ください。

135 要求水準書 54 ３．(9)① 基本要件

「週一回程度の定例」とありますが、解体工

事時や造成工事時などでは適宜開催期間は工

事状況に応じて調整は可能でしょうか。

3週間工程にて打合せを行うので、週1回の会

議は開催します。工程表の提出が必要なく

なった時点で随時としています。

136 要求水準書 56 3.-(12)-③ 工事の範囲
「近隣の家屋調査」とありますが具体的な範

囲はどのエリアまでかご教示ください。
NO.22のとおりです。

137 要求水準書 56 3－(12) 事前調査

「岸和田市･貝塚市新斎場整備基本計画」に

記載ある土壌汚染状況調査の資料を頂けない

でしょうか｡

参加表明後、提供します。

138 要求水準書 56 3－(12) 解体工事

解体対象物の杭に関して既存図面資料が御座

いません｡杭伏図等の資料を頂けないでしょ

うか｡

参加表明後、提供します。

139 要求水準書 56 ３．(12)③ 工事の範囲

「火葬炉を含む新斎場で使用しないもの」と

は既存で使用されている什器備品類は含まれ

ないと理解してよろしいでしょうか。

含まれます。
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140 要求水準書 58 4（2）（ 3）

建物保守管理業務

建築設備保守管理

業務

修繕との記載がありますが、大規模修繕以外

の修繕は事業者の事業範囲との理解でよろし

いでしょうか。

1件当りの金額による区分（例えば、1件当り

30 万円以下の修繕は事業者が行う）、 1年間

の金額による区分（例えば、 1年間の修繕費

を 300 万円 と設定し、下回った場合は市へ

返還し、上回った場合は市が負担する。

（精算方式））が設定されているとの理解で

よろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。

1件当りの金額の区分は特に定めておりませ

んが、大規模修繕が発生しないよう計画的に

予防保全を行ってください。

141 要求水準書 59 4　(6）
植栽外構維持管理

業務

季節の花植えや草引きを地元住民と協働して

年数回実施することとありますが、地元住民

の協力を得られない場合や事業期間途中に高

齢化等を理由に地元住民の協力が得られなく

なった場合など、事業者に起因しない要因に

よって実施が困難となるような場合、当該業

務の実施は不要との理解でよいでしょうか。

地元住民の協力が得られない、もしくは得ら

れなくなった場合は、事業者にて植栽外構維

持管理業務を実施してください。

142 要求水準書 60 4（8） 清掃業務
廃棄物処理費は事業者の負担との理解でよろ

しいでしょうか。
ご理解のとおりです。

143 要求水準書 60 4（8） 警備業務
人的警備の配置は想定されていますでしょう

か。
常駐の警備員配置は想定していません。

144 要求水準書 61 4 (10) 環境衛生管理業務

6項目「基本計画に沿って環境保全項目につ

いて～」とありますがこの調査は火葬炉設備

保守管理業務（59項）に記載されている毎年

行なう引渡性能試験の検査と同義という理解

で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

145 要求水準書 63 5（1）②エ 待合室

待合室の使用料は無料ですが、火葬炉8基に

対して待合室6室となっているので、利用希

望者が多い場合の取り扱いは事業者の提案に

よるとの理解でよろしいでしょうか。

通常時においては、希望する会葬者が使用不

可とならないように、火葬スケジュールを提

案してください。災害時においては、ご理解

のとおりです。

146 要求水準書 63 5 (1) ② オ 火葬件数

災害時、緊急時の1日24件は開場時間を平時

よりも拡張して行なうという理解で宜しいで

しょうか

ご理解のとおりです。

147 要求水準書 64 5 (6) 火葬炉運転業務

4項目「所要時間は台車移動等を含め～」と

は柩到着から告別室への柩運搬車の運行の意

味でしょうか。もしそうならば、当該移動時

間は除外すべきだと思います。当該時間を含

めると告別15分間が圧迫されて告別業務の

サービスの質が低下する懸念があるためで

す。

要求水準書のとおりとします。

148 要求水準書 64 5（7） 収骨業務

新斎場における収骨方式についてお伺いしま

す。炉内台車の上のご遺骨を直接会葬者が収

骨する「直接収骨方式」と、炉内台車からト

レイに移し替えて収骨を行う「間接収骨方

式」のどちらを想定していますでしょうか。

直接収骨方式を行っています。

149 要求水準書 65 5 (8) 待合関連業務

「貸出業務」なので事業者は給茶サービスを

行なう必要はなく、詰り利用者（実質は葬祭

業者等）が自ら給湯室と備品の茶器を利用し

て行ない、退出時には茶器等のかたづけと

テーブル等のフキン掛けも行なうという理解

で宜しいでしょうか。

また、消耗品として事業者が茶葉を提供する

必要はあるのでしょうか

ご理解のとおりです。

また、茶葉の提供は本事業の業務範囲に含み

ません。

150 要求水準書 65 5（8） 待合関連業務
待合室は無料で提供しますが、給茶等のサー

ビスは不要と考えてよろしいでしょうか。
ご理解のとおりです。

151 要求水準書 65 5　(9） 多目的室
祭壇の設置は不要との理解でよいでしょう

か。
常設の祭壇は不要です。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

152 要求水準書 65 5 (10) 公金徴収業務

組合指定の金融機関に入金時に送金手数料は

発生するのでしょうか。発生する場合には1

回の金額を開示下さい。

日々の収入については、翌日に岸和田市市金

庫に納付書にて現金を入金のうえ、組合事務

所で使用料簿の確認と領収済通知書の提出を

してください。（入金方法は、市金庫への納

付書での入金のみです。）

　なお、入金手数料については、現在、市金

庫への入金においては不要ですが、今後手数

料が発生するようなことがあれば、その場合

の手数料については組合負担とします。

153 要求水準書 65 5（11）
自動販売機等設置

管理業務

現在設置されている自動販売機は何台で、ど

のような販売品目でしょうか。また、売り上

げ実績等が分かればご教示願えますでしょう

か。

また、自動販売機の設置に伴う目的外使用に

係る使用料はいくらくらいの経費を見込めば

いいでしょうか。

現在、斎場には自動販売機は設置していませ

ん。自動販売機の設置に伴う目的外使用料

は、岸和田市公有財産規則第13条の２をご参

照ください。（https://en3-jg.d1-

law.com/kishiwada/d1w_reiki/H342902100

014/H342902100014.html）

電気料は、関西電力㈱の従量電灯Aプランの

単価より算出となります。

　土地面積・電力量の基準は、使用する自動

販売機仕様書に記載の外形寸法・年間消費電

力量となります。

＜参考＞

クリーンセンター内（岸和田市岸之浦町１番

２）での令和４年度A社が設置した自動販売

機２台の使用料・電気料の例（※使用料算出

に当たっては、岸之浦町１番２の令和２年度

課税標準額を適用）

〔使用料〕：1,900円/年（100円未満切り上

げ）

〔電気料〕：39,700円/年（100円未満切り上

げ）

154 要求水準書

代替燃焼設備について記載がありませんが、

不要でしょうか。或いは事業者提案でしょう

か。

備蓄した燃料で火葬が行える設備をトータル

でご提案ください。

155
別紙2

別紙4

別紙図面のCAD

データ貸与につい

て

別紙2事業区域図（測量図）や別紙4仮設ヤー

ド敷地位置図など、敷地測量図や敷地レベル

図のCADデータがありましたら貸与していた

だきたい。

参加表明後、提供します。

156 別紙2 事業区域図
現況レベルを含めたCADデータは入手可能で

しょうか？
参加表明後、提供します。

157 別紙3 インフラ状況図
既設最終桝の深さがわかる資料をいただけな

いでしょうか。
現地確認とします。

158 別紙３ インフラ状況図
敷地内や既存施設のインフラ配管がわかる資

料をいただけないでしょうか。

既存施設の資料については、参加表明時に配

布します。

159 別紙３ インフラ状況図

インフラ状況図に記載のあるものに加えて、

現在の電力・通信の引き込みがわかる資料を

いただけないでしょうか。

電力引き込みの資料はございますので、参加

表明時に提供します。通信の引き込みの資料

はございませんので、現地をご確認くださ

い。

160 別紙４
仮設ヤード敷地位

置図
青色の破線は何を表していますでしょうか。 青色破線は、排水流域界を想定しています。

161 別紙４
仮設ヤード敷地A、B について地盤高が不明

です。地盤高をお示しください。
参加表明後、提供します。

162 別紙5 給水計画平面図
給水計画の断面図がありません。ご提示いた

だけますでしょうか。
別紙5より詳細な資料はありません。

163 別紙5 給水計画平面図
水道工事における舗装の復旧範囲や厚さの指

定はありますか。

舗装仕様は既存舗装同等としてください。別

紙5より詳細な資料はありません。

164 別紙10 12 図面番号112

岸和田市立斎場整

備工事 平面図　立

面図　竣工図

既設灯油地下タンク、既設重油地下タンクに

ついて、「清掃の上土砂埋込」の記載があり

ます。現状も地下に埋設されているものとし

て、解体対象に含むと考えてよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

165 別紙10 19 2/2

岸和田市斎場公共

下水道接続工事

新設配管図（変

更）

既設浄化槽も同様に現状も地下に埋設されて

いるものとして、解体対象に含むと考えてよ

ろしいでしょうか。

既に撤去済みです。

166 別紙11
火葬実績（岸和田

市及び貝塚市）

岸和田市及び貝塚市の毎日の時間帯別火葬数

を、1年分開示いただけませんでしょうか。

令和３年度の実績（岸和田市及び貝塚市合

算）は、10時～623件、11時～860件、12時

～851件、13時～717件、14時～182件、15

時～151件、16時～33件となります。

167 別紙11
火葬実績（岸和田

市及び貝塚市）

「ペット以外」とありますが、これは動物火

葬炉で火葬された実績でしょうか。また、具

体的にどのような火葬を指しているかご教示

ください。

ご理解のとおりです。野良猫、野良犬、猪等

の火葬となります。

168 別紙11
火葬実績（岸和田

市及び貝塚市）

動物火葬炉で火葬された件数に対し、実際に

火葬炉を稼働した回数は何回であったかご教

示ください。

要求水準書の36頁をご参照ください。各市１

日約１回転となります。

169 別紙11 火葬実績
火葬実績のうち、ペット以外とは具体的にど

のようなものでしょうか。
野良猫、野良犬、猪等の火葬となります。

170
事業者選定基

準
3 3 審査基準

価格審査については、上限価格を超えていな

いかどうかだけの判断で、価格の高低は評価

に影響しないとの理解でよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。

171
事業者選定基

準
5 ６（１） 価格積算の妥当性

本審査項目については、様式7-2にて評価さ

れ、価格そのものの高低は評価の対象ではな

いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、様式7-2のほ

か、様式6-図面集として提案を求めている書

類の一部も評価の対象となります。

172 様式集
参加表明書等の作

成要領

提出部数について「正本１部、副本１部」と

ありますが、副本は正本の写し（コピー）を

提出するとの理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

173 様式集
提案書類の作成要

領

電子媒体で提出するデータは、正本のデータ

との理解で宜しいでしょうか。
副本のデータも提出してください。

174 様式集 ― 様式6 図面集の作成要領

作成図面として15.給水引込整備図（事業用

地への給水引込の整備を図示）とあります

が、別紙5のような図面の作成と解釈して宜

しいでしょうか。

違う場合は具体的にどういった図面を作成す

れば良いか御指示願います。

ご理解のとおりです。

175 様式集 33 20

提案図書集

火葬炉設備の長期

修繕経費の内訳

別紙エクセル様式「火葬炉設備の長期修繕経

費の内訳」のファイルが市のＨＰに見当たり

ません。ご提供下さい。

参加表明後、提供します。

176 様式集 33 21
提案図書集

計画概要説明書
火葬炉設備について記載するのでしょうか。

図面集「19 火葬炉設備性能の維持管理計

画」で記載できない部分については、枚数制

限のない「21 計画概要説明書」に記載して

ください。

177 様式集

様式2-4-2

様式2-4-3

様式2-4-4

様式2-4-5

様式2-4-6

様式2-4-7

様式2-4-8

納税証明書

「法人税及び消費税の直近1年間の未納が無

いことが証明できるもの」は、『納税証明書

（その3の3「法人税」及び「消費税及地方消

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。

ご理解のとおりです。

178 様式集

様式2-4-2

様式2-4-3

様式2-4-4

様式2-4-5

様式2-4-6

様式2-4-7

様式2-4-8

参加資格要件に関

する書類

『岸和田市又は貝塚市の入札参加資格者名簿

の登録番号』とありますが、岸和田市におい

ては、受理書に記載の受理番号との理解で宜

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

179 様式集

様式2-4-2

様式2-4-3

様式2-4-4

様式2-4-5

様式2-4-6

様式2-4-7

様式2-4-8

参加資格要件に関

する書類

1つの企業が複数の種別を兼ねる場合、「会

社概要」「商業登記簿謄本（現在事項証明

書）の写し」「納税証明書（法人税、消費税

及び地方消費税）の写し」について全ての様

式に添付する必要はありますでしょうか。

重複する証明書類等は一部で結構です。その

際、「●●を証する書類は様式○○に添付」

など、分かりやすく明記してください。
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書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

180 様式集 様式2-4-3

建設企業の参加資

格要件に関する書

類

複数の企業によるJV施工予定しております。

代表企業は監理技術者の内容（氏名、実績

等）を配置予定技術者欄に記載しますが、JV

構成員はJV主任技術者の内容を記載するので

すか。

またJV主任技術者にも同様の実績が求められ

ますか。

配置予定技術者が主任技術者となる建設企業

については、当該様式の配置予定技術者の実

績欄は空欄としてください。

181 様式集 様式2-4-3

建設企業の参加資

格要件に関する書

類

工事着手は契約時より相当先になります。配

置予定技術者欄に記載した技術者は資格要件

を満たす別の技術者に変更可能でしょうか。

協議により、市がやむを得ないと認めた場合

には変更できることとなります。

182 様式集 様式2-4-4 配置予定技術者

記載する配置予定技術者は現時点での予定で

あり、契約時に要件を満たす別の者に変更す

ることは可能でしょうか。

NO.181のとおりです。

183 様式集 様式2-4-4

火葬炉企業の参加

資格要件に関する

書類

配置予定技術者については、配置の可能性が

あるすべての者について記載するとの理解で

宜しいでしょうか。（実際の工事開始まで期

間があり、1名のみ記載の場合、不測の事態

により配置できないリスクがあるため）

配置予定技術者の記載は1名とします。

変更する場合は協議により、市がやむを得な

いと認めた場合には変更できることとなりま

す。

184 様式集 21～29 様式3～様式4
記入枠の余白を、多少調整して、記入枠を広

げることは可能でしょうか。

多少調整していただくことは構いませんが、

綴じた部分が見えないなど、提案の評価に影

響が生じる可能性があります。この旨をご理

解の上、ご調整ください。

185 様式集 様式6 図面集の作成要領
火葬炉の図面について記載がありませんが、

提出は不要との理解で宜しいでしょうか。
No.176をご参照ください。

186 その他

タイムテーブルは利用者様来場時の早着・遅

着を吸収する為に、1炉2時間30分などでの考

えでタイムテーブ－ル構築でも宜しいでしょ

うか。

基本計画で示されているタイムテーブルを基

本としつつ、ご質問の考え方等を踏まえてご

提案ください。

187
その他

（配布書類）

配布書類別紙2、別紙4 以外に測量図（丈量

図等）の貸与して頂けるでしょうか。
参加表明後、提供します。

188
基本協定書

（案）
第8条 統括管理業務

統括管理責任者と統括管理担当者は兼務する

ことは可能でしょうか。

統括管理責任者と統括管理担当者は兼務でき

ません。

189
施設整備請負

契約書
14 第37条

賃金又は物価の変

動に基づく請負金

額の変更

工期内における変更は協議の対象だと読み取

れます。設計期間中における変更の基準をお

しえてください。

国若しくは府の指導又は例により、発注者と

受注者とが協議して変更額を定めることにな

ります。

190
施設整備請負

契約書
14 第37条

賃金又は物価の変

動に基づく請負金

額の変更

「請負金額が著しく不適当」の基準はありま

すか。

国若しくは府の指導又は例により、発注者と

受注者とが協議して変更額を定めることにな

ります。

191
施設整備請負

契約書（案）
26

損害及び増加

費用の負担に

係る特約条項

第１条1項

調査業務に係る特

約条項

「事業用地に提案書提出時に想定することが

できなかった～埋蔵文化財等」とあります

が、調査の結果解体対象の火葬炉につきダイ

オキシン対策を実施する必要が生じた場合に

は、本条（第１条）が適用されるという理解

で宜しいでしょうか。

NO.16のとおりです。

192

維持管理・運

営業務委託契

約書（案）

8 第24条1項 業務責任者等
維持管理業務責任者と維持管理業務担当者と

は兼務が可能でしょうか。

維持管理業務責任者と維持管理業務担当者は

兼務できません。

193

維持管理・運

営業務委託契

約書（案）

8 第24条2項 業務責任者等
運営業務責任者と維持管理業務責任者との兼

務は可能でしょうか。

運営管理業務責任者と運営管理業務担当者は

兼務できません。

194 基本計画 34 6-11 消防設備

防火水槽を敷地中央に設置とありますが、建

物ピットを活用する方法での想定でしょう

か。

ピット、単独式ともに可とします。ただし消

防本部の一般的技術基準に適合するものとし

てください。

195 基本計画 38 6-16-1 造成想定図
開発行為範囲以外の敷地境界内部には通路等

計画してよろしいでしょうか。
都市計画決定内を開発行為とします。

196 基本計画 41 6-18 全体配置図案

T型擁壁設置(H5m)長さL=70mとL=60mと図

示のある位置以外にも駐車場の段差解消等に

擁壁が必要なように見受けられます。130m

の数量根拠をご教示ください。

基本計画はあくまで参考計画案であり、適切

な造成計画をご提案ください。



■岸和田市貝塚市斎場整備運営事業の募集要項等に関する質問に対する回答

書類名 頁 項目番号 タイトル 質問内容 回答

197 整備基本計画 46 6-21 ランニングコスト

今回の公告においても、ホームページ上で

「岸和田市・貝塚市新斎場整備基本計画」が

示されておりますが、当該計画の46ページ本

文最後に「維持管理費の詳細は資料編参照」

とあります。この資料編の開示をお願い致し

ます。

基本計画では、従来方式を前提とした事業費

の算定を行っているため、資料編の公表は必

要がないものと考えています。

198
生活環境影響

調査
161 表5-1-1(10)

現況把握、予測及

び影響の分析結果

「地形や植生の保全に配慮し」とありますが

慰霊木やシンボルツリーなど保存しなければ

ならない樹木の指定はございますでしょう

か。

特に保存を指定する樹木等はありません。

199
生活環境影響

調査
165 5-3

維持管理に関する

計画に反映した環

境保全措置

「計画地へのアクセスは、3方向のアクセス

道路を使い分けるよう葬儀者に要請し、施設

利用者の分散を図る。」とありますが基本計

画の配置図案のように計画地出入口は岸和田

三ケ山線への１か所のみとして問題ないで

しょうか。

ご理解のとおりです。出入口は安全等を考慮

し、ご提案ください。

200 現地状況 メイン出入口
計画建物のメイン出入口 すいどうみち側か

らの計画でも良いでしょうか

可能です。出入口は安全等を考慮し、ご提案

ください。


