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田辺市斎場火葬炉整備業者選定プロポーザル質問回答書 

 

田辺市斎場火葬炉整備業者選定プロポーザルに関しての質問事項について、別紙のとおり回答いたし
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（別紙） 

No ページ・項目 質問内容 回 答 

１ 
実施要領 P３ 

６評価方法及び評価基準 

評価項目に対する配点をご開示いただ

けないでしょうか。 

評価項目に対する配点については、参

加表明者に通知するヒアリングの詳細

と併せてお知らせします。 

２ 

実施要領 P４ 

８技術提案書等の提出 

⑵提出部数 

「※各様式に添付する書類の電子デー

タの記録は不要とする」とあります

が、これは『実施要領 p.4 8 (5) 

②』に示す資料のデータを記録すると

の理解で宜しいでしょうか。（目次、

中表紙 等、資料を確認する際の補助

となるページの記録は不要との理解で

よろしいでしょうか。） 

お見込みのとおりです。 

３ 

発注仕様書 P５ 

５試運転及び運転指導 

⑴試運転 

① 

代替燃料装置による模擬火葬とありま

すが、空焚きによる着火確認との理解

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

４ 

発注仕様書 P７ 

７工事範囲 

⑷工事範囲外 

④燃料供給設備及びガス配管

工事 

燃料供給設備は工事範囲外となってお

りますが、本工事の工事範囲はオイル

サービスタンク以降（ストレージタン

クからサービスタンクへの給油ポンプ

は含まない）との理解で宜しいでしょ

うか。 

オイルサービスタンクからの配管側を

工事範囲とお考え下さい。 

５ 

発注仕様書 P７ 

７工事範囲 

⑷工事範囲外 

④燃料供給設備及びガス配管

工事 

燃料供給設備の工事範囲について、オ

イルストレージタンク及び、給油ポン

プは工事範囲外とし、オイルサービス

タンク以降（送油ポンプを含む）を工

事範囲と考えて宜しいでしょうか。 

４の記載のとおりとなります。 

６ 

発注仕様書 P11 

11その他 

⑺その他必要なもの 

③収骨用具 

「磁石 一式、収骨台 一式」とあり

ますが、数量をご教示ください。 
磁石は２組、収骨台は３組とします。 

７ 

発注仕様書 P16 

機械設備工事仕様 

２燃焼設備 

⑹燃焼装置 

エ燃焼用空気送風機 

燃焼用空気送風機の風量制御方法につ

いて、「回転数制御方式（インバータ

ー方式）と」指定されておりますが、

インバーター制御を行うと供給空気圧

力の変動が大きくなり、火葬に適する

火炎が得られにくい場合が想定されま

す。風量制御方式は、メーカー提案に

よるものとして宜しいでしょうか。 

各社提案を可とします。 



８ 

発注仕様書 P16 

機械設備工事仕様 

２燃焼設備 

⑹燃焼装置 

②主要項目 

エ燃焼用空気送風機 

風量制御方式が「回転数制御方式（イ

ンバータ方式）」となっていますが、

適正な風量制御ができれば他の方式を

ご提案させていただいて宜しいでしょ

うか。 

７の記載のとおりとなります。 

９ 

発注仕様書 P17 

機械設備工事仕様 

４排ガス冷却設備 

⑵冷却用空気送風機 

②主要項目 

ウ風量制御方式 

風量制御方式「回転数制御方式（イン

バータ方式）」となっていますが、モ

ーター容量を考慮すると適正な風量制

御ができれば、他の制御方式をご提案

させていただいて宜しいでしょうか。 

各社提案を可とします。 

10 

発注仕様書 P17 

機械設備工事仕様 

５排ガス処理設備 

⑴集じん装置 

②主要項目 

ウ処理風量 

バグフィルター処理風量において「余

裕率 15～20％」とあり、また「理論

計算の如何に拘わらず、18,000m3N/h

以上とすること」とあります。余裕率

15～20％を遵守出来る処理風量をご提

案させていただいて宜しいでしょう

か。 

発注仕様書にある「※理論計算の如何

に拘わらず、18,000m3N/h以上とするこ

と。」は削除し、処理風量については「※

灯油使用時の最大排ガス量に対して余

裕率 15～20％を遵守すること。」とし

ていただき、各社提案とします。 

11 

発注仕様書 P17 

５排ガス処理設備 

⑴集じん装置 

②主要項目 

ウ処理風量 

バグフィルターの処理風量について、

「理論計算の如何に拘わらず、

18,000m3N/h以上とすること」とあり

ますが、この数値は２炉分の排ガス量

と考えられます。 

１炉１系列にて、上記の処理風量を条

件とすると、バグフィルターが過剰に

大きくなり、膨大な設置面積が必要に

なります。処理風量につきましては、

「10,000m3N/h以上」との条件として

いただけないでしょうか。 

10の記載のとおりとなります。 

12 

発注仕様書 P19 

機械設備工事仕様 

６付帯設備 

⑵残骨灰・飛灰吸引設備 

③吸引口 

ア数量 

残骨灰用の吸引口の数量について、耐

火台作業室用１箇所」との記載があり

ますが、別冊『田辺市新斎場平面図、

断面図』にて、耐火台作業室が確認で

きません。 

残骨灰用の吸引口の数量は、前室用４

箇所のみとの理解で宜しいでしょう

か。 

発注仕様書にある「耐火台作業室用 

１箇所」は削除し、残骨用の吸引口の

数量は前室用４箇所のみとします。 



13 

発注仕様書 P19～20 

機械設備工事仕様 

６付帯設備 

⑶柩運搬車 

⑷炉内台車運搬車 

柩運搬車及び炉内台車運搬車の材質に

「要部 SUS304」とあります。これは

サイドカバーの材質のことと察します

が、サイドカバーは強度的にも温度的

にも過酷な条件は無く、美観を考慮し

たものでご提案させていただいて宜し

いでしょうか。 

可とします。 

強度・耐火性に問題が無く、美観に配

慮したものとしてください。 

14 

発注仕様書 P20 

機械設備工事仕様 

６付帯設備 

⑷炉内台車運搬車 

②主要項目 

イ数量 

「数量 標準炉用  台、大型炉用  

台」とありますが、棺寸法に対応する

炉用と考えて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。  

15 

発注仕様書 P22 

電気・計装設備工事仕様 

１電気・計装設備工事 

⑵計装設備 

②火葬炉現場操作盤 

③中央監視制御盤 

火葬炉現場操作盤及び中央監視制御盤

に主要機能について、炉メーカーごと

に制御システムが異なるため、仕様及

び表示する制御機器類については、メ

ーカー提案に因るものとして宜しいで

しょうか。 

各社提案とします。 

16 

発注仕様書 P23 

電気・計装設備工事仕様 

３その他の設備 

⑴モニター設備 

①排気筒監視用カメラ 

排気筒監視用カメラの数量について

「２台」とされておりますが、可動式

カメラであれば１台でも充分に監視が

可能であると考えます。１台での提案

は可能でしょうか。 

監視が可能であれば、可動式カメラ１

台でも可とします。 

17 

発注仕様書 P25 

電気・計装設備工事 

３その他の設備 

⑴モニター設備 

①排気筒監視用カメラ 

数量が「２台」とありますが、ズーム

式・可動式のため設置場所によっては

１台でも十分に監視が可能と考えま

す。数量は１台としてご提案させてい

ただいて宜しいでしょうか。 

16に記載しています。 

18 

発注仕様書 P25 

３その他設備 

⑴モニター設備 

②炉室等カメラ 

炉室等カメラの用途はどのようなもの

でしょうか。 

告別室、進入路等、炉室以外にもカメ

ラの設置をご検討されると思います

が、設置工事の効率性や仕上げを考慮

し、建築設備範囲としては如何でしょ

うか。 

②炉室等カメラは削除し、建築工事の

範囲とします。 

また、③モニターは各社提案とし、最

終的に設計協議の中で決めていくこと

とします。 

19 
提出書類様式集 

様式１参加表明書 

「ク その他、参加資格を満たすこと

を示す書類」とはどのようなものでし

ょうか。 

特に指定はございません。提出書類ア

～キの他に必要と思われる書類があれ

ば提出してください。 



20 
提出書類様式集 

様式２会社概要 

「10 配置予定技術者」は、契約後に

別の有資格者に変更することは可能で

しょうか。不可である場合、複数の配

置予定技術者を記載して宜しいでしょ

うか。 

変更の予定がある場合は、複数の配置

予定技術者を記載していただき、本契

約の手続きの際に１名を選出してくだ

さい。 

21 
提出書類様式集 

様式６及び様式７ 

記載する金額は全て税抜との理解で宜

しいでしょうか。 
税抜きの金額の記載をお願いします。 

22 
提出書類様式集 

様式６項目別工事見積書 

「煙突設備」とありますが、「煙道設

備」と読み替えるとの理解で宜しいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

23 
提出書類様式集 

様式７年間維持管理費概算書 

各記載欄については、必要に応じて項

目を追加・削除しても宜しいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

24 

提出書類様式集 

様式７年間維持管理費概算書 

７火葬炉運転に要する人員及

び人件費 

記載する火葬炉運転に要する人員及び

人件費につきましては、当社が火葬業

務委託を受託した場合の費用を記載す

るとの理解で宜しいでしょうか。 

仮に火葬業務委託を受託した場合の費

用を記載ください。 

25 

提出書類様式集 

様式７年間維持管理費概算書 

７火葬炉運転に要する人員及

び人件費 

人員の最大時、最小時とは、休日等を

考慮した職員数について記載するとの

理解で宜しいでしょうか。また、最大

時、最小時の欄には、実際の人数を記

載するのでしょうか。１年間の延べ人

数を記載するのでしょうか。 

休日等を考慮せず、実際に必要な人員

数を記載してください。 

26 

提出書類様式集 

様式７年間維持管理費概算書 

７火葬炉運転に要する人員及

び人件費 

「火葬炉の運転、保守点検、維持管理

等」とありますが、保守点検及び維持

管理は、火葬炉運転従事者が日常的に

行うものについて指しているとの理解

で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


