
<様式 4-2> 

平成 28年 9月 12日 

 

関係者各位 

 

 

比企広域市町村圏組合 

管理者  森田 光一 

 

 

質 問 書（回答） 

 

 比企広域市町村圏組合東松山斎場施設整備事業火葬炉選定プロポーザルについての質問事項に

ついて、次のとおり回答します。  

No 質問事項 回答 

 

 

1 

 

 

基本仕様書 P.11（ア）電気設備 g 

「動力制御盤は、鋼板製自立閉鎖型と

し、主要な力率改善は低圧個別方式と

すること」とありますが、力率改善を

考慮すれば方式は各社提案としてもよ

ろしいでしょうか。 

 

 

基本仕様書のとおり低圧個別方式とし

てください。 

 

 

 

2 

 

 

基本仕様書 P.3（14）環境保全目標値、

〈様式 8〉排ガス等の目標値・排ガス等

の実績値 

排ガス等の目標値及び排ガス等の実績

値には、3.排気筒出口の臭気濃度及び

5.作業室内の振動の項目があります

が、基本仕様書の環境保全目標値には

該当項目の記載がございません。それ

ぞれの環境保全目標値をご教示お願い

致します。 

 また、4.騒音及び 5.振動において稼

働炉数の記載がございませんが、環境

保全目標値にある通り、全炉稼働時の

数値を記入するとの理解でよろしいで

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

プロポーザル基本仕様書 P.3（14）環境

保全目標値につきましては当斎場にお

ける環境保全目標値を示しておりま

す。 

環境保全目標値に記載のない項目の数

値につきましては、関係法令等を順守

しご提案ください。 

〈様式 8〉排ガス等の目標値につきまし

てはご提案の設備における計算値をご

記入頂き、〈様式 8〉排ガス等の測定実

績値につきましては過去の納入実績の

施設での測定実績値をご記入くださ

い。 

なお、測定実績値の項目で、測定実績

のない項目がございましたらその旨を

ご記入ください。 

〈様式 8〉排ガス等の目標値及び排ガス

等の測定実績値の、4.騒音及び 5.振動

におきましては全炉稼働時の数値をご

記入ください。 



 

 

3 

 

 

基本仕様書 P.3（14）環境保全目標値、

〈様式 8〉排ガス等の目標値・排ガス等

の実績値 

上記 3 つの文章に記載されている項目

は、文章ごとに数点の差異がございま

す。（例：基本仕様書には排気筒出口

の臭気濃度及び作業室内の騒音がな

い、排ガス等の目標値には昼間敷地境

界の騒音及び昼間敷地境界の振動がな

い、排ガス等の実績値にだけ排ガス温

度がある）様式 8 にて記入が必要な項

目について改めてご教示お願い致しま

す。 

 

 

 

№2のとおりです。 

 

 

 

4 

 

記載する金額は全て消費税抜きとの理

解でよろしいでしょうか。 

 

 

 

記載する金額は全て消費税抜きとして

下さい。 

 

 

5 

 

基本仕様書に記述されている事項は、

全て必須条件ということで解釈して宜

しいでしょうか。提案による主要機器

以外の若干の変更は、可能でしょうか。 

 

 

 

プロポーザル基本仕様書「1.基本方針」

及び同「2.基本条件」につきましては

必須となります。同「3.設備における

基本的事項」につきましては本文を踏

まえてご提案下さい。 

 

 

 

6 

 

 

技術提案書各様式の右端上部に、指定

された整理番号「（アルファベット）

社」を記載することとなっていますが、

提案書の文章中等においても、企業名

等を特定できる記載をしてはいけない

のでしょうか。 

 

 

 

提案書の文章中等においても、企業名

等を特定できる記載をしないでくださ

い。 

 

 

7 

 

 

プロポーザル説明書では、技術提案書

の提出部数は、正本 1 部、副本 7 部の

計 8 部となっていますが、様式 6-1 技

術提案書提出書には、提出部数が正本 1

部、副本 10 部の計 11 部となっていま

す。どちらが正しいのでしょうか。 

 

 

 

9 月 12 日付けで訂正しましたプロポー

ザル説明書の、正本 1部及び副本 10部

の計 11部を正とします。 



 

 

8 

 

 

プロポーザル説明書 P4、6 手続き等、

（2）参加表明書等の提出、キその他、

（ｲ） 

『整理番号（アルファベット 1 文字+

「社」）を事務局から通知する』とあ

りますが、技術提案書中においては、

提案事業者が特定できる社名は表記し

てはいけないとの解釈でよろしいでし

ょうか。その場合、計量証明書につき

ましては加工が必要となるため、正本

のみの添付としてよろしいでしょう

か。 

 

 

 

№6のとおりです。 

計量証明等社名の表記がある場合には

正本のみ添付してください。 

 

 

9 

 

 

プロポーザル基本仕様書 P1、2 基本条

件、（4）年間火葬件数 

動物の年間火葬件数について『1,200件

/年』とあり、また同 P4「2基本条件（16）

年間稼働日数、運転回数」にて、年間

稼働日数が『302日』、動物炉の一日あ

たりの運転回数が『平均 4回/炉』とあ

りますが、動物の火葬については合同

火葬を考えず、個別に 1 体ずつ火葬す

るとの理解でよろしいでしょうか。 

 

 

 

プロポーザル基本仕様書「2.基本条件

(4)年間火葬件数」で示している動物

「1,200 件/年」を用いて合同火葬を考

えず、個別火葬にてご計算ください。 

 

 

10 

 

 

技術提案書作成要領 P2、2技術提案書、

（2）提出図書、ｵ図面（ｻ） 

図面の一覧に『炉前化粧扉（建築工事）』

とありますが、これは、提案する火葬

炉設備を設置する上で必要となる、炉

前化粧扉の寸法がわかる図面を提出す

るとの理解でよろしいでしょうか。 

 

 

 

炉前化粧扉は建築工事となりますが、 

ご提案の火葬炉設備を設置する上で必

要となる炉前化粧扉の寸法がわかる図

面を作図してください。 

なお、必要があれば制御等についても

ご記入ください。 

 

 

11 

 

 

〈様式 10〉年間維持管理概要書 

記載する金額は消費税を除いた金額で

あるとの理解でよろしいでしょうか。

また、消費税を含むとする場合、税率

は 8％で記載するとの理解でよろしい

でしょうか。 

 

 

№4のとおりです。 

 



 

 

12 

 

 

〈様式 10〉年間維持管理概要書 

〈様式 10〉については動物炉の維持管

理費についても、同一様式内に記載す

るとの理解でよろしいでしょうか。そ

の場合、必要な欄を適宜追加して表記

するとの理解でよろしいでしょうか。 

 

 

 

動物炉と人体炉は、同一様式内で記載

するのではなく、人体炉の維持管理概

要書と動物炉の維持管理概要書と分け

て作成してください。 

様式につきましては〈様式 10〉とし、

必要な欄は適宜追加しても差し支えあ

りません。 

 

 

13 

 

 

〈様式 10〉年間維持管理概要書、2 電

気・燃料使用料及び経費 

電気・燃料使用料及び経費について、

動物火葬については 50 ㎏/件の火葬炉

を年間 1200件行うとの条件で積算する

との理解でよろしいでしょうか。 

 

 

 

お見込みのとおりです。 

関連質疑№9 

 

 

14 

 

 

〈様式 11〉主要機器の修理・部品交換

等の費用及び保証期間一覧 

記載する金額は消費税を除いた金額で

あるとの理解でよろしいでしょうか。

また、消費税を含むとする場合、税率

は 8％で記載するとの理解でよろしい

でしょうか。 

 

 

 

№4のとおりです。 

 

 

 

15 

 

 

〈様式 11〉主要機器の修理・部品交換

等の費用及び保証期間一覧 

「修理・部品などの交換件数」につい

て、交換基準を件数で示すことがふさ

わしくない設備・材料等については、

年数での表記としてもよろしいでしょ

うか。 

 

 

 

交換までの周期が 15年を超える部品等

については、年数の表記として頂いて

も差し支えありません。 

 

 

16 

 

 

〈様式 11〉主要機器の修理・部品交換

等の費用及び保証期間一覧※① 

「火葬炉設備 6 炉分」とありますが、

動物炉の修理、部品等の交換費用につ

いてはこの様式内で記載しないとの理

解でよろしいでしょうか。 

 

 

人体炉につきましては記載のとおりで

すが、動物炉につきましては※①「火

葬炉設備 6 炉分」を「動物炉設備 1 炉

分」と読み替えて人体炉とは別に動物

炉のみの資料を作成してください。 



 

 

 

17 

 

 

〈様式 12〉項目別工事見積書 

記載する金額は消費税を除いた金額で

あるとの解釈でよろしいでしょうか。

また、消費税を含むとする場合、税率

は 8％で記載するとの理解でよろしい

でしょうか。 

 

 

 

 

№4のとおり。 

 

 

 

18 

 

 

〈様式 12〉項目別工事見積書 

書類作成にあたっては、必要な欄を適

宜追加し、火葬炉設備 6 基と動物炉設

備 1 基分について合計金額を記載する

との理解でよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。 

 


