
栃木市新斎場整備事業運営

様式集に対する質問への回答 2020.3.27
No. 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1 様式集 2 2 （2） ア 提出書類
本部数は正１部、副１部とあります
が、副は正の写しを提出するとの理
解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

2 様式集 2 2 (2) イ 提出方法
「パイプ式ファイル」とあります
が、「リング式ファイル」でも可と
考えて宜しいでしょうか。

可とします。

3 様式集 4 2 (4) エ ラベル
ラベルのイメージ図がありますが、
副本は「〇/10」ではなく「〇/15」
との理解で宜しいですか。

ご理解のとおりです。

4 様式集 4 2 (4) エ インデックス

各書類にインデックスをつけること
とありますが、各様式ではなく、分
野ごと（施設整備業務、維持管理・
運営業務、事業計画など）で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

5 様式集 4 2 （4） エ （ｱ） 提出方法

「②入札価格に関する提出書類」
は、封筒に入れ、次のように記載す
ること。と」あります。復代理人を
選任する場合、復代理人の名称（支
店名）と所在地が代表者と異なる場
合はどのように記載すれば宜しいの
でしょうか。（代表企業）を（復代
理人）として記載すれば良いのでは
ないでしょうか。ご教示願います。

様式2-4に基づき復代理人を選出し
た場合、「代表企業」を「復代理
人」と書き換えてください。

6 様式集 4 2 (4) エ (ｵ) 電子データ

「当該電子媒体には、事業名と、正
本にはグループ名、副本には受付番
号等を明記すること。」とあります
が、正本用データ１部、副本用デー
タ１部をそれぞれCD-R等に保存の
上、提出するとの理解でよろしいで
しょうか。

様式集（P3)２(3)ア⑤に示すとお
り、正本に添付してください。

7 様式集 5 3 イ 記載内容

「様式タイプが共通とあるものは、
「様式集（Ｗｏｒｄ版）」指定の様
式を用いること」とありますが、下
記様式については、図面やゾーニン
グ図等を利用した提案書となること
から、Microsoft Wordに限定せず､
提出するデータはPDF形式として頂
けませんでしょうか。
　③設計図書（様式6-1～様式6-
13）
　④-1施設整備業務に関する提案書
（様式7-1～7-13）

Excel形式以外のものについてはPDF
形式での提出を可としますが、PDF
ファイルでテキストが読み込めるよ
うにしてください。

8 様式集 ６ 3 イ
様式6-2
（２）各階平面
図

家具等配置についても記載してよろ
しいでしょうか。

主要な家具等配置について記載して
ください。

9 様式集 10 3 イ 様式8-1

様式8-1の記載事項の３ポツ目、災
害時の教育訓練については、落札者
決定基準では様式8-6の評価基準に
含まれています。どちらの様式への
記載とすれば宜しいでしょうか。

災害時の教育訓練については、「様
式8-6　イ　ミス・トラブルの未然
防止策やサービス向上方策、セルフ
モニタリングの実施」に記載してく
ださい。

10 様式集 10 3 イ 様式8-2
記載事項の２ポツ目に、「葬祭室」
とありますが、これは「式場」のこ
とと考えれば宜しいでしょうか。

葬祭室とは要求水準書p.14 第2 4
施設構成及び諸室要件 における
「式場部門」を指します。
あわせて、落札者決定基準に対する
質問No.1をご参照ください。

11 様式集 11 3 (4) ④-2 (3) 運営計画

火葬炉運転スケジュールの提案を記
載する様式がございませんが、基本
計画p.9で示す｢運転スケジュール
例｣を前提に配置人員等を検討する
との理解で宜しいでしょうか。それ
とも事業者で火葬炉運転スケジュー
ルを提案するものとして、別添資料
として提出しても宜しいでしょう
か。

火葬炉運転スケジュールは別添資料
として提出してください。ただし、
枚数は２枚までとしてください。様
式集を修正します。

12 様式集 12 3 イ 様式9-9
「地域企業」という用語がでてきま
すが、これは「地元企業」と同義と
考えれば宜しいでしょうか。

落札者決定基準に対する質問への回
答No.2をご参照ください。
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様式集に対する質問への回答 2020.3.27
No. 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

13 様式集 17
様式2-

1

様式2-1参加表明書の提出者は代表
企業となっていますが、様式2-4に
て代表企業から復代理人に委任した
場合の様式2-1の提出者（押印者）
は復代理人となるのではないでしょ
うか。ご教示願います。

様式2-4にて復代理人を選出した場
合、様式2-1の提出者（押印者）は
復代理人としてください。なお、各
様式の「代表者」を「復代理人」と
書き換えてください。

14 様式集 18
様式2-

2

商号又は名称の記載ですが、弊社の
場合は栃木市を含む当該担当支店の
支店長が代表取締役より委任され
「栃木市建設工事入札参加有資格者
名簿」に記載されています。この場
合は当該支店名にて商号又は名称を
記載し、代表者は支店長として記名
押印するとの理解で宜しいでしょう
か。
ご教示願います。

ご理解のとおりです。

15 様式集 18
様式2-

2
代表者名につい
て

代表者を記載し代表者印を記載する
様式となっておりますが、当該記載
項目は、特段、貴市の入札参加登録
者（当該代表者から委任をうけたも
の）に関わらず、会社の代表者名と
代表者印で対応してよろしいでしょ
うか。

市の入札参加登録者と入札参加登録
者の印としてください。

16 様式集 23
様式2-

3
代表者名につい
て

代表者を記載し代表者印を記載する
様式となっておりますが、当該記載
項目は、特段、貴市の入札参加登録
者（当該代表者から委任をうけたも
の）に関わらず、会社の代表者名と
代表者印で対応してよろしいでしょ
うか。

市の入札参加登録者と入札参加登録
者の印としてください。

17 様式集 25
様式2-

5

提出者は代表企業となっています
が、様式2-4にて復代理人を選任し
た場合の様式2-5の提出者（押印
者）は復代理人となるのではないで
しょうか。ご教示願います。

様式2-4にて復代理人を選出した場
合は、復代理人を提出者（押印者）
として提出してください。なお、各
様式の「代表者」を「復代理人」と
書き換えてください。

18 様式集 26
様式2-

5

納税証明書についてですが、国税は
「納税証明書その３の３」による提
出と、法人事業税については栃木市
に登録している事務所における納税
証明を提出すれば宜しいでしょう
か。

国税についてはご理解の通りです。
法人税事業税については、構成員
（代表企業含む）及び協力企業ぞれ
ぞれの事業所が所在する自治体の納
税証明を提出してください。

19 様式集 26
様式2-

5

全ての構成員・協力企業が提出する
④納税証明書とは、納税証明書（未
納の税額がないことの証明）その３
の３（法人税と消費税及び地方消費
税）との理解でよろしいですか。

様式集に対する質問への回答No.18
をご参照ください。

20 様式集 26
様式2-

5

全ての構成員・協力企業
④法人税と消費税の未納の証明書は
（その3の3）で宜しいでしょうか。
ご教示願います。

様式集に対する質問への回答No.18
をご参照ください。

21 様式集 26
様式2-

5

建設企業の②建築一式工事の登録、
③建築一式に登録の総合評価値
（P）が1500点以上を証する書類で
すが、平成31・32年度栃木市建設工
事入札参加資格認定通知書兼格付通
知書で②と③を証する書類として兼
ねることは可能でしょうか。
ご教示願います。

②については「平成31（2019）・32
（2020）年度 栃木市建設工事入札
参加資格認定通知書兼格付通知書」
の写しを、③については「経営規模
等評価結果通知書・総合評定値通知
書」の写しを添付してください。

22 様式集 26
様式2-

5

火葬炉企業①「１か所当たり８基以
上の火葬炉を納入・設置した実績の
ある者であることを証する書類」と
は様式2-6への記入及び納入設置実
績がわかる書類を示すとの理解でよ
ろしいですか。

ご理解のとおりです。

23 様式集 26
様式2-

5

納税証明書について、法人税及び消
費税については、「納税証明書その
3の3 「法人税」と「消費税及地方
消費税」に未納の税額がないことの
証明書(法人用)」の提出でよいとの
理解で宜しいでしょうか。

様式集に対する質問への回答No.18
をご参照ください。

24 様式集 27
様式2-

6

添付する契約書の写しは、様式の表
中「施設名称等」の記載内容が分か
る範囲を提出するとの理解で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。
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様式集に対する質問への回答 2020.3.27
No. 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

25 様式集 30
様式4-

1

提出者は代表企業となっています
が、様式2-4にて復代理人を選任し
た場合の様式4-1の提出者（押印
者）は復代理人となるのではないで
しょうか。様式4-2、様式5-1も同様
と考えます。ご教示願います。

様式2-4において復代理人を選任し
た場合は、様式4-1、4-2、5-1の提
出者は復代理人として提出してくだ
さい。なお、各様式の「代表者」を
「復代理人」と書き換えてくださ
い。

26 様式集 32
様式5-

1

入札書の注意事項において、「復代
理人による応募の場合は、代表企業
欄及び代理人欄に記載すること」と
ありますが、代表企業欄の「商号又
は名称」「所在地又は住所」「代表
者名」と、「復代理人名」への記入
ののち、押印は代表者ではなく、復
代理人のものでよいとの理解で宜し
いですか。

ご理解のとおりです。

27 様式集 33
様式5-

2
サービス購入料
C

サービス購入料Cの記載方法を様式
9-6と揃え「運営業務に係る費用」
の下段へその他を追加させてくださ
い。

可とします。

28 様式集 33

様式5-
2

様式8-
9

様式8-
10

様式8-
11

『要求水準書(案)に対する質問への
回答』にて、「貴市が想定される、
本施設の事業期間中における将来火
葬件数予測がございましたらご開示
をお願いします」との質問に対し、
「将来火葬件数の予測については、
「栃木市斎場再整備基本構想」をご
確認ください。」との回答がござい
ました。
このことから、維持管理費及び運営
費を積算するにあたっては、
・令和5年度～令和6年度…2,141件
・令和7年度～令和11年度…2,141件
・令和12年度～令和16年度…2,448
件
・令和17年度～令和20年度…2,630
件
の条件のもとで行うとの理解で宜し
いでしょうか。
（公平な条件なもとでの比較のため
に、基準となる想定火葬件数が必要
と考えます。）

要求水準書に対する質問への回答
No.11をご参照ください。

29 様式集 42
様式9-

9

ウの表にて、「総事業費に係る発注
件数・・・」とありますが、ここで
いう総事業費とは、入札額と一致す
るものと考えて宜しいでしょうか。
それとも、施設整備業務、維持管
理・運営業務にかかる事業費合計と
考えればよいでしょうか。

総事業費は入札額としてください。

30 様式集
様式7-

14

施設整備費について、各年度ごとに
内訳を示す書式となっていますが、
施設整備費にかかるサービス購入料
はいずれも令和５年度に支払われる
との認識です。ここでは、実際の出
来高ベースで記載をすればよいので
しょうか。

各年度の出来高ベースで記載してく
ださい。

31 様式集
様式8-

8
1 想定火葬件数

想定火葬件数は、「 栃木市斎場再
整備基本計画」を参照し、事業者側
で設定することで間違いないでしょ
うか。その他ご指定がありましたら
お教えください。

要求水準書に対する質問への回答
No.11をご参照ください。

32 様式集
様式8-

8

様式8-8において、参考として貴市
が負担する光熱水費等の積算が求め
られています。公平を期すために基
本料金や料金単価等の使用量以外の
条件をご教示下さい。

事業者にて設定してください。

33 様式集 1
様式8-

8

当様式に記載した参考値と貴市の負
担となる実際の電気、水道、燃料等
の使用量との乖離が大きい場合、モ
ニタリングによる減額の対象となる
場合があるのでしょうか。

参考値と実際の使用量の乖離の理由
によってはモニタリングの減額対象
となります。

34 様式集
様式8-

8

下水道料金を記入する欄があります
が、要求水準書p.10 第2 1 (5) イ
ンフラ整備では、下水道について
「整備計画なし」との記載となって
おります。当該の欄については削除
して様式を作成するとの理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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様式集に対する質問への回答 2020.3.27
No. 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

35 様式集
様式8-

9

備考欄の６つ目にて、平準化した額
ではなく・・・実際の支払予定額を
記入することとありますが、ＳＰＣ
から構成員等各社への支払いが平準
化払いの場合には、平準化した額を
各年度に記入すればよいということ
でしょうか。

ＳＰＣから構成員等各社への支払い
が平準化される場合であっても、実
際に構成員各社で発生する金額とし
てください。

36 様式集
様式8-

10
様式8-9との整
合

様式8-10「■本事業期間」への記載
について表題と欄外の「※15年間の
修繕費及び更新費は様式8－9の項目
と整合を図ること～」から判断し、
様式8-9内で修繕費及び更新費と識
別できる部分を任意に抽出して記載
するということでしょうか。異なる
場合は様式8-9と様式8-10との整合
方法をご指定ください。

ご理解のとおりです。

37 様式集
様式8-

10

備考欄の６つ目にて、平準化した額
ではなく・・・実際の支払予定額を
記入することとありますが、ＳＰＣ
から構成員等各社への支払いが平準
化払いの場合には、平準化した額を
各年度に記入すればよいということ
でしょうか。それとも、実際に修繕
が発生する年度に都度計上したほう
が良いのでしょうか。

実際に修繕が発生する年度に都度計
上してください。

38 様式集
様式8-

11

備考欄の６つ目にて、平準化した額
ではなく・・・実際の支払予定額を
記入することとありますが、ＳＰＣ
から構成員等各社への支払いが平準
化払いの場合には、平準化した額を
各年度に記入すればよいということ
でしょうか。

ＳＰＣから構成員等各社への支払い
が平準化される場合であっても、実
際に構成員各社で発生する金額とし
てください。

39 様式集
様式8-

11

運営費内訳書の費目の中に、「売店
等運営業務」が含まれていますが、
当該業務は独立採算であり、栃木市
からのサービス購入料の支払いはな
いため、費用を計上するのは不適当
と考えます（様式9-6の合計額と不
整合が生じてしまいます）。よっ
て、ここは「０円」を記入すれば宜
しいでしょうか。

入札説明書に対する質問への回答
No.40をご参照ください。

40 様式集
様式8-

11

運営費内訳書の費目中、「その他運
営上必要な業務（　）」とあります
が、カッコには何を記載することを
想定されていますでしょうか。例示
をお願いします。

要求水準書（P15)第５,15に示す内
容を想定しています。

41 様式集
様式8-

11
運営費内訳書

売店等運営業務にかかる費用を記載
する欄がありますが、入札価格に含
むとの理解でよろしいですか。
また、サービス購入料Cの支払い時
には当該費用を差し引いて支払うと
の理解でよろしいですか。

入札説明書に対する質問への回答
No.40をご参照ください。

42 様式集
様式9-

6
維持管理費

（区分）欄の「維持管理費」の（算
定根拠）欄に「様式8-10」とありま
すが、様式8-9でしょうか。

ご理解のとおりです。

43 様式集
様式9-

6 運営費

（区分）欄の「運営費」の（算定根
拠）欄に「様式8-12」とあります
が、様式8-11でしょうか。

ご理解のとおりです。

44 様式集
様式9-

6

表中「算定根拠」に記載の様式番号
は誤植でしょうか。（「様式8-10」
⇒「様式8-9」、「様式8-12」⇒
「様式8-11」では？）

様式集に対する質問への回答No.42
及び43をご参照ください。

45 様式集
様式9-

6

サービス購入料Ｃの維持管理費の算
定根拠が様式8-10、運営費の算定根
拠は様式8-12とありますが、正しく
は様式8-9と様式8-11ではないで
しょうか。

様式集に対する質問への回答No.42
及び43をご参照ください。
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様式集に対する質問への回答 2020.3.27
No. 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

46 様式集
様式9-

7
消費税等を含め
た表示

キャッシュフローに関連する値は消
費税等も含めて推移するため消費税
等を含めた表示が一般的と考えてお
ります。逆に含めない場合、本来の
ＳＰＣのキャッシュフローをお示し
できません。様式9-7中のＳＰＣの
キャッシュフロー表とDSCRとLLCRに
ついてのみ本来のＳＰＣのキャッ
シュフローを反映すべく消費税等を
含めた表示とすることをご了承いた
だけないでしょうか。以上によって
も他書式及び同書式中の他数値との
整合に問題はありません。

原案のとおりとします。

47 様式集
様式9-

7
市のライフサイ
クルコスト

実際の支払時期を考慮せず、業務実
施時期に対応した表示として良いで
しょうか。

実際の支払時期のズレを考慮せず、
業務実施時期に対応した表示として
ください。

48 様式集
様式9-

7
実効税率

資本金1億円以下の場合の貴市実効
税率を念の為確認させてください。

事業者において、責任をもって確認
してください。

49 様式集
様式9-

9
ウ地元発注予定

発注件数について、施設整備期間、
維持管理・運営期間ともに全体で何
件になるかの想定は難しく、発注件
数の割合についても提案上意味をな
さない数値となります。よって、具
体的に地元企業への発注の区分、発
注内容、発注金予定金額の記載と総
事業費に占める地元企業への発注予
定額の割合を記載するような表とし
ていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。
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