
盛岡市火葬場整備等事業　新たな接続道路（市道三ツ割72号線）に係る臨時ヒアリング概要書

頁 第● ● （●）カナ（ｶﾅ）英字

9 質問
要求水準書

（案）
新たな接続道
路の計画

8 第2 2 (1) ｵ (ｱ) b

 「接続位置及び接続長さの詳細
は、事業者グループの提案によ
る」とありますが、提案にあた
り、接続道路整備にかかる貴市の
関係部署との事前の協議は可能で
しょうか。ご教示願います。

　要求水準書（案）では，「事業
者グループの提案による」と記載
されているが，提案前に事前に担
当部署と打合せができるのか。接
続の位置・長さ，敷地内の動線計
画等，重要な内容なので質問をし
た。

　新たな接続道路に係る設計は,管
理者協議等を経て決定したもので
あり，既存市道と新たな接続道路
との接続位置等の変更はできな
い。

10 質問
要求水準書

（案）
新たな接続道
路の計画

8 第2 2 (1) ｵ (ｱ) b

 「接続位置及び接続長さの詳細
は、事業者グループの提案によ
る。」と記載されていますが、説
明会にて変えられないとの回答が
ありました。何れでしょうか。

　事業者グループが道路設計を行
わないという認識はあったが，要
求水準書(案）と説明会との内容か
ら，確認のため質問をした。事業
者が道路設計を行わないのであれ
ば，要求水準書（案）には，「事
業者の提案による」との表現は，
記載しないほうがよいのではない
か。

　新たな接続道路の変更はできな
い。
　市の想定は，新たな接続道路と
施設用地（既存待合棟南側用地）
との兼ね合いにより，活用方法に
工夫がみられる内容が提案される
ことを期待し，このような表現と
した。

11 質問
要求水準書

（案）
新たな接続道
路の計画

8 第2 2 (1) ｵ（ｱ）b

　新たな接続道路の整備期間、そ
の期間毎の施工範囲、詳細設計の
内容の公表は、いつ頃でしょう
か。また、その内容は、事業グ
ループの提案により変更は可能で
しょうか。

　仮設道路工事の工程について，
懸念がある。１期工事の仮設道路
工は理解できるが，２期工事の消
融雪工，3期工事の表層行は，火葬
棟本体工事と駐車場建設工事の期
間中となる。これだと，仕上げて
は壊しの繰り返しになるのではな
いか。

　仮設道路の工期（１期～3期）の
スケジュールは，市が想定したお
おむねの目安である。1期工は予定
どおり行う予定だが，２期工，3期
工については，本体工事，駐車場
工事の進ちょく状況に合わせて実
施する予定である。

13 質問
要求水準書

（案）
新たな接続道
路の計画

8 第2 2 (1) ｵ (ｱ) b

　新たな接続道路の接続位置は変
更可能ですか。（例えば，北側に
移動検討）

　新たな接続道路と既設市道との
取付け部分が近すぎ，狭く，工事
期間又は完成後においても，交通
渋滞を引き起こすのではないかと
懸念している。右左折レーンなど
が採れるスペースがあると，工事
車両の使い勝手もよくなるのでは
ないか。

　新たな接続道路の変更はできな
い。
　新たな接続道路と既設市道の交
差部分周辺のスペースの処理等に
ついては，事業者の工夫された提
案を期待している。

資料名 タイトル

市がヒアリング対象者から説明を
受けた左の質問・意見に至った経
緯，趣旨等の内容

事業者から説明を受けた左の内容
に対する市の応答

該当箇所
質問・意見の内容

平成20年8月12日に公表した実施方針及び要求水準書（案）に対する質問・意見

NO 種別
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頁 第● ● （●）カナ（ｶﾅ）英字
資料名 タイトル

市がヒアリング対象者から説明を
受けた左の質問・意見に至った経
緯，趣旨等の内容

事業者から説明を受けた左の内容
に対する市の応答

該当箇所
質問・意見の内容

平成20年8月12日に公表した実施方針及び要求水準書（案）に対する質問・意見

NO 種別

90 質問
要求水準書

（案）
新設道路の件

　進入口は本業務前発注とのこと
でしたが、既存待合棟南側を道路
が設置するとなると道路の幅員は
かなり狭くなると思われます。道
路新設工事ではどこまで施工する
のか御指示願います。

　新たな接続道路について，本設
道路や仮設道路の位置ではなく，
寺山橋のたもとまでの工事なの
か，途中までの工事なのか，工事
区域について確認するために質問
したものである。

　新たな接続道路の工事区域は，
市道認定した起点から終点（既設
市道との接続を含む。）までのす
べての区間を施工する。

1 意見
要求水準書

（案）
新たな接続道
路の計画

8 第2 2 (1) ｵ（ｱ）b

　新たな接続道路の整備は、企業
グループの提案により変更を可能
とするため、事業者グループ決定
後、十分な協議の上で整備した方
が良いと思います。

　仮設道路工事で，工事車両を通
行させるとなると，既存待合棟を
解体するか，解体しないでう回路
を造るかの選択となる。事業費を
考慮した場合，解体して仮設の待
合棟を建設するというのは費用が
かかり過ぎて現実的ではない。図
で示す仮設道路は決定なのか。又
は，事業者側が提案する，仮設道
路に接続する，新たなう回路とい
う考えをとれるかを確認したい。

　平成20年8月12日に公表した，実
施方針及び業務要求水準書（案）
に対する質問・意見の回答別紙図
面1で示す仮設道路は決定であり，
その工事については，市が行う。
  また，既設道路及び仮設道路の
ほかに，別途う回路を提案するこ
とは構わないが，その工事につい
ては，事業者の負担で行うことと
なる。

17 意見
要求水準書

（案）

（別紙２）
市道三ッ割72
号線
計画図

　市道三ツ割72号線と火葬場敷地
との接続部分が一体となっている
データ（敷地図）を公表していた
だけませんでしょうか。

　道路と敷地図が一体となった主
体となる図面が欲しいと思った
が，当社で作成してしまった。

　道路と敷地図が一体となった図
面は，作成していない。
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臨時ヒアリングにおいて
ヒアリング対象者から派生的に出された質問内容

左の質問内容に対する市の応答

　仮設道路のルートについて，変更はないのか。 　変更できない。

　仮設道路のルートは変更可能か。新たな接続道路と既設市道
の交差点付近が危険である。また，本体構造から生コン車が数
百台程度予想され，会葬者等と交錯が予想される。

　仮設道路のルートは，国等と協議を終えており，示した条件
で提案されたい。なお，生コン搬入などにより，工事車両が多
数往来する場合は，火葬受付けの調整等による対応を考えてい
る。

　仮設道路は，簡易舗装をするのか。 　新たな接続道路は，工事用道路として利用するため，当面仮
設道路として簡易舗装を行う予定としている。

　仮設道路１期工事は，簡易舗装を行うのか。 　新たな接続道路は，工事用道路として利用するため，当面仮
設道路として簡易舗装を行う予定としている。

　仮設道路の工事管理について，例えば，何らかの原因で，仮
設道路の補修が発生した場合はどうするのか。

　仮設道路は，工事車両専用道路とすることを想定している。
事業者の責めに帰すべき事由以外の場合は，市が対応すること
を考えている。

　工事期間中，大雨で仮設道路が崩れたり，ワダチ等の修繕が
発生した場合は，誰が修繕を行なうのか。

　仮設道路は，工事車両専用道路とすることを想定している。
事業者の責めに帰すべき事由以外の場合は，市が対応すること
を考えている。

　仮設道路を設置する際，国道に砂利等がこぼれないよう，矢
板等の設置を行なうのか。

　仮設道路の工事期間中は，国道４号側に，防護柵を設置する
予定としている。

　工事車両が仮設道路を使用する際に，石・砂利の跳ね，法面
の崩れ等が予想されるが，何らかの防護柵を考えているのか。

　火葬棟，駐車場棟の工事完了までの期間は，国道4号側に防護
柵を設置する予定としている。
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臨時ヒアリングにおいて
ヒアリング対象者から派生的に出された質問内容

左の質問内容に対する市の応答

　新たな接続道路の施工期間について，1期が仮設工事，2期が
消融雪工事，3期が表層工事とあるが，本体工事が始まってか
ら，2期，3期の間で，仮設道路が使えない時期があるのか。

　仮設道路の工期（１期～3期）のスケジュールは，市が想定し
たおおむねの目安である。1期工は予定どおり行うことになる
が，２期工，3期工については，本体工事，駐車場工事の進ちょ
く状況を見ながらの対応となる。

　既存待合棟南側に電柱，機械ます（電気），雨水汚水ます，
給水管等があるが，仮設引廻し工事等が必要ではないか。

　遅くても，平成21年の夏頃までには，市で移設を完了させる
予定としている。

　別紙１で示す仮設道路計画図は，国土交通省と協議済みなの
か。

　協議済みである。

　公表した事業スケジュールの中で，火葬場の供用開始と駐車
場棟の供用開始時期を変更することは可能か。

　火葬場の供用開始が早まるのは構わないが，遅くなるのは不
可である。平成23年度中の火葬場本体の供用開始であり，それ
に合わせて駐車場棟の供用開始を早めるのは構わない。

　実施方針で示す敷地エリアの中で，北側がグリーンパークと
なっているが，駐車スペースとして提案することは構わない
か。

　敷地図で示す範囲であれば，提案して構わない。

　本体工事を行う際に，既存施設が支障となる場合は，先行解
体することは可能であるか。市の考えを伺いたい。

　可能である。
　既存の施設（火葬棟以外の部分に限る。）を先行解体する場
合は，事業者の負担で仮設の代替施設を整備する必要がある。
　また，既存の火葬場運営に支障を来たすことのないよう対応
する必要がある。

　既存建物等の構造を把握したいので，図面等の公表はしない
のか。

　既存建物等の図面を閲覧に供する予定としている。閲覧方法
については，平成20年11月に公表する募集要項等で示す。
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