
盛岡市火葬場整備等事業　実施方針に対する質問・回答

頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字

1 質問 実施方針 施設概要 １ 第1 1 (2)

　基本構想では記載のありました駐車場棟の延床面
積（約3,900㎡）が，実施方針では記載されておりま
せんが，その理由をご教示願います。

　要求水準以上の台数を確保すれば，駐車場の規模
は問わないとの考えによる。

2 質問 実施方針 事業期間 3 第1 1 (6) ｱ
(ｱ)
～
(ｳ)

　設計期間開始（平成21年10月）から供用開始（平
成24年10月）間での期間内で，それぞれの期間の設
定は企業グループの提案の範囲と考えて宜しいで
しょうか。

　設計期間，建設期間については，市で想定した期
間として設定したものであり，供用開始時期が早ま
るものであれば，提案を可とする。

3 質問 実施方針 契約の締結 3 第1 1 (6) ｲ

　平成21年8月に予定している仮契約とは，市と事業
者グループとの基本契約締結（捺印）であり，平成
21年9月に予定している本契約とは，議会の議決を経
て本契約になるとの理解でよろしいでしょうか。ま
た本契約時点では，設計・建設，維持管理の個別の
契約は未締結との理解でよろしいでしょうか。ご教
示願います。

　前段及び後段とも，お見込みのとおり。

4 質問 実施方針
事業期間及び事業
方式

3 第1 1 (7)

 「事業者ｸﾞﾙｰﾌﾟ」の基本契約の期間は本契約締結時
から各企業と個別契約締結時までか，又は，平成44
年3月までとなるのでしょうか。

　後段のお見込みのとおり。

5 質問 実施方針 設計・建設 3 第1 1 (7) ｱ

 「設計・建設の個別の請負契約を締結し」とありま
すが，この個別とは，設計業務委託契約，工事監理
業務委託契約，建設工事請負契約のそれぞれを意味
するとの理解でよろしいでしょうか。また，建設工
事請負契約については，市と建設企業及び火葬炉整
備企業とが締結するのか，あるいは市と建設企業，
市と火葬炉整備企業とが各々別々に締結するのか，
ご教示願います。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

6 質問 実施方針 設計・建設 3 第1 1 (7) ｱ

 「設計・建設に係る経費は，業務の進ちょくに応じ
た出来高により支払う」とありますが，設計，工事
監理，建設（建物整備等，既存火葬場解体），火葬
炉整備ごとの支払時期の考え方をご教示願います。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

7 質問 実施方針 事業費の支払方法 3 第1 1 (7) ｱ

　設計・建設に係る経費は業務の進ちょくに応じた
出来高払いとありますが，毎月出来高と考えて宜し
いでしょうか。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

質　　　問 回　　　答NO タイトル
該当箇所

種別 資料名
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盛岡市火葬場整備等事業　実施方針に対する質問・回答

頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字
質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

8 質問 実施方針 業務範囲 3 第1 1 (8)

　事業者が行う公金徴収代行業務は，分骨の許可の
手数料の徴収のみとの理解でよろしいでしょうか。

　分骨の許可に係る手数料のほかに，火葬済証明書
の交付申請に係る手数料（業務要求水準書（案）P68
参照）がある。

9 質問 実施方針 敷地造成業務 4 第1 1 (8) ｲ (ｱ)

　敷地造成業務に関し，開発許認可申請業務は必要
となりますでしょうか。必要となる場合，当該許認
可申請業務は，事業者の業務範囲に含まれるとの理
解でよろしいでしょうか。

　宅地造成等規制法の手続が必要であり，申請業務
は，事業者の業務範囲に含まれる。

10 質問 実施方針 建物整備等業務 4 第1 1 (8) ｲ (ｲ)

　仮設を設置する場合は，当該業務も民間の業務範
囲に入るとの記述ですので，市側では，仮設を設置
する場合を想定のうえPSCを計算されているとの理解
でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおり。

11 質問 実施方針 既存火葬場解体
業務

4 第1 1 (8) ｲ (ｴ)

　既存火葬場解体業務で解体時に発生するダイオキ
シン等の対策及び解体の許認可業務も含むのでしょ
うか。

　お見込みのとおり。

12 質問 実施方針 備品整備業務 4 第1 1 (8) ｲ (ｵ)

　備品は市の所有との理解でよろしいでしょうか。
また，備品整備業務において，リースを一部取り入
れてもよろしいでしょうか。

　前段お見込みのとおり。
　後段リース方式も認めるが，事業終了時に市に引
き渡たすことを条件とする。

13 質問 実施方針 事業者の収入 5 第1 1 (9)

 「火葬場の使用料は，事業者の収入としないものと
する。」とありますが，ここでいう手数料とは，業
務要求水準書(案)Ｐ3（8）に記載の火葬場の使用料
及び分骨の手数料との理解でよろしいでしょうか。

　事業者グループの収入としないものは，火葬場の
使用料とNo８の手数料とし，実施方針を修正する。

14 質問 実施方針 事業者の収入 5 第1 1 (9) ｵ

　事業者への運営及び維持管理に係る対価は，火葬
者数により固定と変動の区分があるべきと思いま
す。年数の経過（変化）と共に，そのサービス対価
の見直しがあるのでしょうか。その考えをお聞かせ
ください。

　募集要項等で示す。

15 質問 実施方針 事業者の収入 5 第1 1 (9) ｵ

　運営及び維持管理に係るサービス購入料は，事業
期間において平滑化されて支払われるのでしょう
か，それとも，事業者の提案に沿った支払いとなる
のでしょうか。

　後段のお見込みのとおり。
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頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字
質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

16 質問 実施方針
募集及び選定の
方針

7 第2 1

　応札が1グループの場合も審査・落札者決定を行う
のでしょうか。

　提案が１グループのみの場合でも，審査は行う。

17 質問 実施方針

提案書の受付及び
資格審査確認申出
書の受付時期につ
いて

7 第2 2 (1) ⑬

　「提案書の受付及び資格確認申出書の受付」は，
ほぼ同時期のようですが， 資格確認は事前審査によ
り，その資格が認められ，はじめて本格的な提案書
作成に入るのが一般的です。折角立派な提案書を
作っても，資格要件面で失格であれば，その労力と
作成経費が無駄になります。その考えをお聞かせく
ださい。

　資格要件は事前に公表しており，要件を満たすか
否かについては，応募者側でも事前に判断できると
考えている。なお，資格要件に不明な点がある場合
は，事前に質問されたい。

18 質問 実施方針

提案書の受付及び
資格審査確認申出
書の受付時期につ
いて

7 第2 2 (1) ⑬

　提案書の受付及び資格確認申出書の受付期間が約
１ヶ月となっており，比較的，期間を長く設定され
ていると思われますが，その理由をご教示願いま
す。

　早めに提出したい応募者がいる場合に，受け付け
られるようにしたものである。

19 質問 実施方針 資格確認基準日 7 第2 2 (1) ⑬

　募集及び選定スケジュールにおいて，資格確認基
準日が，提案書の受付期日と同日の平成21年3月31日
となっておりますが，提案書受付前に事前に参加資
格を確認いただくことは可能でしょうか。ご教示願
います。

　参加資格の確認は，平成21年３月31日を基準日と
して行う。

20 質問 実施方針
提案書に関わる
ヒヤリング

10 第2 2 (2) ｺ

　提案書に関するヒヤリングは公開で実施すると考
えて宜しいでしょうか。

　公開は考えていない。

21 質問 実施方針 応募者の構成 11 第2 3 (1) ｱ

　本事業の応募者は，「特別目的会社への出資予定
の有無を問わない」とありますが，貴市の事業者グ
ループへの期待及び特別目的会社が運営・維持管理
業務のみを行なうことに鑑み，出資が必要となる企
業，最大出資者の要件等を規定いただくことは可能
でしょうか。ご教示願います。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

22 質問 実施方針 応募者の構成 11 第2 3 (1) ｱ

　設計企業と工事監理企業を同一企業で兼ねるこ
と，設計企業と建設企業を同一企業で兼ねることは
可能でしょうか。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。
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頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字
質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

23 質問 実施方針 応募者の構成 11 第2 3 (1) ｳ

　火葬炉整備企業，火葬炉運転企業及び運営企業
は，他の企業グループの構成員になることが可能と
のことですが，維持管理企業が運営業務の一部を兼
務するような場合，当該維持管理企業は，他の企業
グループの構成員になることはできないとの理解で
よろしいでしょうか。ご教示願います。

　お見込みのとおり。

24 質問 実施方針

応募者の構成
火葬炉の設計及び
施工担当企業の扱
いについて

11 第2 3 (1) ｳ

　火葬炉の設計及び施工担当企業は，必ずしも構成
企業にならなくても，協力企業でもよく，また協力
企業で他のグループとも兼ねることが可能であると
すれば，情報統制ができなくなり，適正な価格競争
が阻害される可能性が出てくるものと思われます。
また工事監理については，特に縛りはないと解釈し
てよろしいのでしょうか，その考えをお聞かせくだ
さい。

　構成企業及び協力企業の意味が不明だが，前段に
ついては，意見として承る。後段については，第２
の３の(1)，(2)及び(3)に規定する要件を満たす必要
がある。

25 質問 実施方針

応募者の構成
運営企業の他グル
ープ重複の扱いに
ついて

11 第2 3 (1) ｳ

　7月24日の説明会では，「運営企業は他の構成企業
と重複しても差し支えない」との考えのようです
が，本事業は長期に亘る運営面での事業者の創意工
夫と運営ノウハウが重要であると思います。この事
業の一番大切な運営業務を，他の構成企業との重複
を認めれば，競争原理が働かず，より大きな効果が
できないように思われます。その考えをお聞かせく
ださい。

　運営企業の数は多くないことから，競争効果を高
めるためには，重複参加を認めて，応募者数が増え
る可能性が高まる方式がよいと判断した。重複参加
するか否かは，事業者の提案による。
　なお，現に葬祭業を営んでいる者及び宗教法人法
第４条に定める宗教法人は，運営企業，維持管理企
業及び出資企業として企業グループの構成員になる
ことができないこととし，文言を整理し，実施方針
を修正する。

26 質問 実施方針 応募者の構成 11 第2 3 (1) ｴ (ｳ)

 「（ｱ)又は(ｲ)に準ずると認められる関係にある場
合」とは，具体的にどのような場合でしょうか。ご
教示願います。

　現時点では，具体的な事例は想定していない。

27 質問 実施方針 応募者の構成 12 第2 3 (1) ｶ

 「市長が必要があると認めたときは，代表企業以外
の構成員については，変更等を認めることがあ
る。」とありますが，どのような場合に構成員の変
更が認められますでしょうか。ご教示願います。

　多数の甲A又は乙A（丙A）が何らかの事由で同時期
に資格要件を欠き，企業グループを構成できない状
況がある程度発生し，競争性が担保されないと判断
した場合等を考えている。

28 質問 実施方針
応募者の構成
資格要件を欠いた
場合

12 第2 3 (1) ｷ

　資格要件を欠いた場合の資格要件とは，(2)企業ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟの構成員の資格要件のことか。

　第２の３の(1)のアからオまで，(2)及び(3)に掲げ
る要件を指す。
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質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

29 質問 実施方針
応募者の構成
資格要件を欠いた
場合

12 第2 3 (1) ｷ

　資格確認基準日以降に(3)応募者の制限に該当しな
くなった場合どうなるか。

　第２の３の(1)のカただし書の変更等の手続ができ
る。

30 質問 実施方針
応募者の構成
資格要件を欠いた
場合

12 第2 3 (1) ｷ

　企業グループの構成員が資格要件を欠いた場合に
ついて，先日の説明会の際，「平成21年3月31日の資
格確認基準日において資格要件がクリアになってい
れば良い」という主旨のご説明がありましたが，そ
れは，資格確認基準日に資格要件がクリアになって
いれば，その後，事業契約締結までの間において，
構成員が資格要件を欠いても当該構成員は引き続き
企業グループの一員として応募が可能という事で
しょうか。それとも，事業契約締結までの間におい
て，構成員が資格要件を欠いた場合，当該構成員が
グループから離脱すれば，当該企業グループは応募
が可能という意味でしょうか。ご教示下さい。

　No29及び後段のお見込みのとおり。

31 質問 実施方針
応募者の構成
代表企業の資格要件
について

12 第2 3 (1) ｸ

　代表企業としての資格要件等，縛りを設けないの
でしょうか。本事業は特殊な業務であり，長期の事
業期間からしてリスク負担が取りやすく，運営業務
と管理に精通した企業が代表企業であるべきと思わ
れます。その考えをお聞かせください。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

32 質問 実施方針

応募者の構成
企業グループ構成員
(建設甲Ａ）の扱い
について

12 第2 3 (2) ｲ

　資格要件のイに・・・甲A及び乙A又は丙Aが含まれ
ることとあるが，当社のように市の建築工事に登録
はしてあるが，甲A，乙Aの資格を有さなくても，甲A
＋乙Aまたは丙A＋α　つまりαとして参加が可能
か。

　甲Ａ及び乙Ａ又は丙Ａが含まれていれば，プラス
αとして企業グループの構成員となることは可能で
ある。

33 質問 実施方針

応募者の構成
企業グループ構成員
(建設甲Ａ）の扱い
について

12 第2 3 (2) ｲ

　7月24日の説明会では「構成員の甲Aはその企業が
資格を欠いた場合は，変更を認める場合がある」と
のことのようですが，それは落札者決定前であり，
落札者決定後は認めないと解釈してよろしいでしょ
うか。また落札者決定前であれば当然ペナルティー
がないと解釈してよろしいでしょか。その考えをお
聞かせください。

　前段企業グループの構成員の変更等を認める期間
は，平成21年３月から同年９月までの間である。
　後段お見込みのとおり。

34 質問 実施方針

応募者の構成
企業グループ構成員
(建設甲Ａ）の扱い
について

12 第2 3 (2) ｲ

　建設企業には「甲Ａである者と乙Ａ又は丙Ａであ
る者が含まれていること」とありますが，甲Ａ・乙
ＡのＪＶ，あるいは甲Ａ・丙ＡのＪＶであれば，資
格要件を満たすとの理解でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおり。
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頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字
質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

35 質問 実施方針 応募者の制限 13 第2 3 (3) ｶ

 「資本面又は人事面において関連がないこと」とあ
りますが，ここでいう資本面又は人事面とは，実施
方針Ｐ11の3(1)ｲの記載内容と同様との理解でよろし
いでしょうか。ご教示願います。

　お見込みのとおり。

36 質問 実施方針
特別目的会社の
所在地

13 第2 3 (4) ｲ

　本店の所在地を新設火葬場内としてもよろしいで
しょうか。

　可とする。

37 質問 実施方針 審査委員会の設置 13 第2 4 (1) ｱ

　審査委員会の委員の公表はいつ頃でしょうか。 　公表の有無について，選定委員会で審議する予定
としている。
　なお，委員会の名称を選定委員会とし，実施方針
を修正する。

38 質問 実施方針 審査委員会の設置 13 第2 4 (1) ｱ

　審査委員の公表時期は，いつになりますでしょう
か。ご教示願います。

　No37のとおり。

39 質問 実施方針

事業の継続が困難
になった場合にお
ける措置に関する
事項

15 第6

　市に契約不履行の懸念が生じた場合の記載をご検
討いただくことは可能でしょうか。ご教示願いま
す。

　募集要項等で示す。

40 質問 実施方針 議会の議決 16 第8 1

　事業者の提案価格にかかる貴市の予定価格は，公
表されますでしょうか。また公表される場合，平成
20年9月市議会定例会における債務負担行為の議決後
に公表されるとの理解でよろしいでしょうか。ご教
示願います。

　予定価格は，募集要項等の公表時に公表すること
を想定している。なお，債務負担行為は，地方自治
法第219条第２項の規定により予算の要領として公表
される。

41 質問 実施方針

（別紙1）
事業スキーム
イメージ図

　基本契約に基づく建設工事請負契約は建設企業と
火葬炉整備企業が破線で囲まれていますが，包括契
約となるのでしょうか。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

42 質問 実施方針

（別紙1）
事業スキーム
イメージ図

　上記の場合，建設企業と火葬炉整備企業の責任範
囲は(8)の業務範囲のとおりでしょうか。又は代表企
業となるのでしょうか。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。
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盛岡市火葬場整備等事業　実施方針に対する質問・回答

頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字
質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

43 質問 実施方針

（別紙1）
事業スキーム
イメージ図

　特別目的会社，（指定管理者）が図に示されてい
ますが，本事業は指定管理者制による事業運営なの
でしょうか。指定管理者は，SPCが業務をパススルー
している運営企業に再委託しても差し支えないと解
釈してよろしいのでしょうか。また特別目的会社に
は建設企業が入っていませんが，市との基本契約
（建設工事請負契約）によるものであるため，特別
目的会社との委託契約は発生せず，特別目的会社の
構成員にならなくても良いと解釈してよろしいので
しょうか。その考えをお聞かせください。

　平成20年9月30日までに，別途公表する。

44 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
不可抗力

12

　不可抗力リスクの負担者は事業者が△印（従たる
負担者）となっておりますが，負担の割合・条件
等，具体的な内容をご教示下さい。

　募集要項等で示す。

45 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
不可抗力

12

　事業者の△（従たる負担者）の負担内容をご教示
願います。

　No44のとおり。

46 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
設計変更

17

　事業者の負担は「上記（市の責めに帰すべき事
由）以外の事由による設計変更に伴う事業者の経費
の増加」とありますが，「事業者の責めに帰すべき
事由による～経費の増加」としていただくことは可
能でしょうか。ご教示願います。

　質問内容のように実施方針を修正する。

47 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
工程変更

19

　事業者の負担は「上記（市の責めに帰すべき事
由）以外の事由による工程変更に伴う事業者の経費
の増加」とありますが，「事業者の責めに帰すべき
事由による～経費の増加」としていただくことは可
能でしょうか。ご教示願います。

　質問内容のように実施方針を修正する。

48 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
物価変動

22

　物価変動リスクの負担者は事業者が△印（従たる
負担者）となっておりますが，負担の割合・条件
等，具体的な内容をご教示下さい。

　募集要項等で示す。

49 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
物価変動

22

　事業者の△（従たる負担者）の負担内容をご教示
願います。

　No48のとおり。
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盛岡市火葬場整備等事業　実施方針に対する質問・回答

頁 第● ●（●）カナ（ｶﾅ）英字
質　　　問 回　　　答NO タイトル

該当箇所
種別 資料名

50 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
工事費増加

24

　事業者の負担は「上記（市の責めに帰すべき事
由）以外の事由による事業者の経費の増加」とあり
ますが，「事業者の責めに帰すべき事由による～経
費の増加」としていただくことは可能でしょうか。
ご教示願います。

　文言を整理し，質問内容のように実施方針を修正
する。

51 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
土壌の瑕疵等

26

　地中障害物に関するリスクは，リスク分担表の土
壌の瑕疵等によるものと考えてよろしいでしょう
か。

　お見込みのとおり。

52 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
物価変動

34

　事業者の△（従たる負担者）の負担内容をご教示
願います。

　募集要項等で示す。

53 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）
光熱水費

36

　事業者の提案金額が不適切であった場合は事業者
の負担とありますが，事業計画等に使用する火葬件
数データおよび入場者の基本とすべき数値等をご指
示下さい。

　年間の火葬件数については，基本構想P資-3に示す
火葬取扱件数のとおり。平成19年度における一の火
葬の平均会葬者数は，40人である。

54 質問 実施方針
（別紙2）
リスク分担表(案）

7

　法令変更等により，国等から火葬炉そのもの見直
し，構造変更の指示があった場合は，「別表2リスク
分担表を適応，市が全て負担する」と解釈してよろ
しいのでしょうか。その考えをお聞かせ下さい。

　お考えのとおりです。ただし，一般的に，立法論
としては，法律不遡及の原則が働くことから，法的
安定性が害される質問内容のような法令改正がなさ
れるとは考えられない。

55 質問 実施方針

（別紙2）
リスク分担表(案）
大規模災害のリスク
分担

12

　運営・維持監理の修繕において，大地震などの大
規模災害に対する修繕も事業者の負担をと考えて宜
しいでしょうか。

　募集要項等で示す。

56 質問 実施方針 その他

　落札者決定基準は今後公表されると思いますが，
20年間の長期に亘る市民に利用される施設のため，
価格（安かろう）重視ではなく，事業者の提案内容
重視でお願いしたいと思います。その考えをお聞か
せください。

　意見として承る。選定基準の詳細は,募集要項等で
示す。
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