
   

安城市総合斎苑火葬等業務及び通夜宿直業務委託プロポーザル 質問への回答 

令和４年９月１２日 

 

№ 
該当資料名・ページ・

項目 
質問内容 回答 

１ 

プロポーザル実施要領

1頁 

3 業務場所及び施設の

概要 

(2)利用状況 

令和元年度の人体火葬件数、汚物等火葬件数、

動物火葬件数、通夜宿直日数をお示しくださ

い。 

令和元年度の利用状況は下記のとおりです。 

人体：１，５９１件 

汚物等：３５８件 

動物：２，２１５件 

通夜宿直日数：２８３日 

２ 

プロポーザル実施要領

1頁 

3 業務場所及び施設の

概要 

(2)利用状況 

汚物等の火葬は 1件ずつ行っているのでしょう

か。複数件を合同火葬している場合、汚物炉の

年間の使用回数を過去 3カ年分お示し下さい。 

例）令和 3年度〇〇回、令和 2年度△△回、令

和元年度□□回 

汚物の火葬は複数件を合同火葬で行っていま

す。過去３カ年の汚物炉の使用回数は下記のと

おりです。 

令和３年度 ２０回 

令和２年度 ２５回 

令和元年度 ３４回 

3 

プロポーザル実施要領

1頁 

3 業務場所及び施設の

概要 

(2)利用状況 

動物火葬件数が示されておりますが、収骨を含

む単独火葬ではなく、すべて合同火葬という認

識でよろしいでしょうか。 

また、動物炉の年間の使用回数を過去 3カ年分

お示し下さい。 

例）令和 3年度〇〇回、令和 2年度△△回、令

和元年度□□回 

動物火葬はすべて合同火葬となります。過去３

カ年の動物炉の使用回数は下記のとおりです。 

令和３年度 ２１９回 

令和２年度 ２２５回 

令和元年度 ２４６回 

4 

プロポーザル実施要領

2頁 

6 業務委託料の限度額 

(1)業務の限度額 

業務の限度額が示されていますが、令和 4年 12

月 1 日～令和 7年 11 月 30 日の 3年分という認

識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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該当資料名・ページ・

項目 
質問内容 回答 

5 

プロポーザル実施要領

6頁 17 選定方法  

(1)表中 

 

 

 

「配置予定者の経験及び資格は十分か」とあり

ますが、必要な資格もしくは評価の対象となる

資格をお示しください。 

 

必要な資格はありませんが、防火管理者など施

設の安全及び利用者のサービス向上につながる

資格などを評価対象とします。 

6 

業務仕様書 2頁 

5 業務内容 

(1)火葬等業務  

ア 火葬業務 

(コ)保管残灰（骨）の

処理委託業者へ引渡し 

保管残灰（骨）の処理委託業者へ引渡しと示さ

れていますが、処理委託業者は貴市との契約と

いう認識でよろしいでしょうか。 

もし、受注者で処理委託業者と契約する場合、

年間の引渡し回数をお示し下さい。 

お見込みのとおりです。 

7 

業務仕様書 2頁 

5 業務内容 

(1)火葬等業務  

イ 火葬の設備の運転

保守に関する業務 

(イ)異常を発見した時

の応急処置及び発注者

への報告 

異常を発見したときの応急処置と示されており

ますが、過去 3カ年で発生した応急処置内容と

応急処置にかかった金額を年度毎にお示し下さ

い。 

例） 

令和 3年度 〇〇修繕△△円、□□修繕●●円 

令和 2年度 ▲▲修繕■■円、◎◎修繕▽▽円 

令和元年度 ◇◇修繕▼▼円 

過去３年間で発生した応急処置はありません。 

8 

業務仕様書 2頁 

5 業務内容 

(1)火葬等業務  

イ 火葬の設備の運転

保守に関する業務 

(ウ)五徳など火葬設備

五徳など火葬設備の消耗品の交換と示されてお

りますが、火葬設備消耗品は受注者負担という

認識でよろしいでしょうか。 

受注者負担の場合、過去 3カ年分の火葬設備消

耗品の品目・数量・金額を年度毎にお示し下さ

い。 

火葬設備の消耗品につきましては発注者の負担

となっております。 
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の消耗品の交換及び軽

微な補修  

例） 

令和 3年度：五徳〇〇個△△円、CM ガード□□

袋◎◎円… 

令和 2年度：五徳〇〇個△△円、CM ガード□□

袋◎◎円… 

令和元年度：五徳〇〇個△△円、CM ガード□□

袋◎◎円… 

9 

業務仕様書 2頁 

5 業務内容 

(1)火葬等業務  

イ 火葬の設備の運転

保守に関する業務 

(ウ)五徳など火葬設備

の消耗品の交換及び軽

微な補修 

軽微な補修と示されておりますが、過去 3カ年

で実施された補修内容と補修にかかった金額を

年度毎にお示し下さい。 

例） 

令和 3年度：〇〇補修△△円、□□補修●●円

… 

令和 2年度：〇〇補修△△円、□□補修●●円

… 

令和元年度：〇〇補修△△円、□□補修●●円

… 

過去３年間で実施された軽微な補修はございま

せん。ここで示す軽微な補修は、施設の維持保

全のために必要な項目として新たに追加したも

のです。 

10 

業務仕様書 2頁 

5 業務内容 

(1)火葬等業務  

ウ 火葬の関連業務 

(イ)火葬棟及び周辺の

清掃 

火葬棟及び周辺の清掃と示されておりますが、

清掃道具・清掃消耗品は受注者負担という認識

でよろしいでしょうか。 

受注者負担の過去 3カ年分の清掃道具・清掃消

耗品の品目・数量・金額を年度毎にお示し下さ

い。 

例） 

令和 3年度：トイレ用洗剤〇本△△円、雑巾□

枚●●円、掃除機▲台■■円… 

清掃道具及び清掃消耗品については発注者が購

入したものを利用していただきます。 
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令和 2年度：トイレ用洗剤〇本△△円、雑巾□

枚●●円、掃除機▲台■■円… 

令和元年度：トイレ用洗剤〇本△△円、雑巾□

枚●●円、掃除機▲台■■円… 

11 

業務仕様書 4頁 

8 委託業務の執行体制 

(5)業務従事者 

一日の火葬の予約時間枠と最大受入件数をお示

し下さい。 

また現在、新型コロナウイルスの影響で予約時

間枠を制限しているのであれば、制限をしてい

ない予約時間枠もあわせてお示し下さい。 

例）火葬予約枠：10 時 1 件、11 時 2 件、11 時

30 分 2 件…等 

・火葬予約時間枠は以下のとおりです。 

（火葬のみの方：各時間２枠） 

9：30、10：30、11：30、12：30、13：30、 

14：30、15：30 

（式場利用の方：洋式場１枠、和式場１枠） 

10：00、11：00、12：00、13：00、14：00、

15：00 のうちから選択 

・１日の最大受入件数は１６件としています。

ただし、大規模災害が発生した場合は、２０件

を想定しています。 

・新型コロナウイルス感染者の受入が生じた場

合は、午後からの予約を制限し、受入を行って

います。 

12 

業務仕様書 4頁 

8 委託業務の執行体制 

(5)業務従事者 

適正な管理運営のため、現在の人員数及び一日

の平均配置人員数をお示し下さい。 

例）総勢〇名、1日の平均配置人員〇名 

現在の人員数と１日の平均配置人員について

は、下記のとおりです。なお、平均人員配置に

ついては友引など火葬が生じない日及び通夜宿

直業務は計算に入れていません。 

総勢７名 １日平均３名 

13 

業務仕様書 5頁 

14 経費の負担区分 

過去 3カ年分の受注者が負担した消耗品の品

目・数量・金額を年度毎にお示し下さい。 

例） 

【消耗品】 

業務に必要な消耗品及び備品類は、原則、発注

者が購入したものを利用していただきます。 

なお、消耗品については数量の把握はしており

ません。発注者が無償で貸与している主な備品
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令和 3年度 

電球〇個△円、トイレットペーパー□ロール●

円など 

令和 2年度 

電球〇個△円、トイレットペーパー□ロール●

円など 

令和 3元年度 

電球〇個△円、トイレットペーパー□ロール●

円など 

 

また、貴市にて所有されている備品、消耗品類

で無償にて利用させて頂ける物品につきまして

現在使用されている物の品目・数量をお示し下

さい。 

は以下のとおりです。 

ロッカー４人用２本 

机４台 

椅子５脚、 

キャビネット２本 

 

14 

業務仕様書 6頁 

20 請負代金の支払 

(2)通夜宿直業務 

現在の通夜宿直業務の 1回あたりの単価をお示

し下さい。 

また現在は、労働基準監督署へ「断続的な宿直

又は日直勤務許可申請書」を提出され認可を受

けているとの認識でよろしいでしょうか。 

通夜宿直業務の１回あたりの単価は８，８００

円です。 

通夜宿直業務については「断続的な宿直又は日

直勤務許可申請書」を提出され認可を受けてい

ます。 
 


