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坂井地区広域連合代官山斎苑・代官山墓地施設管理運営業務仕様書 

【共通事項】 

 

 

代官山斎苑施設（以下「斎苑」という。）及び代官山墓地施設（以下「墓地」という。）の指定管理者

が行う業務の内容及びその範囲は、「坂井地区広域連合代官山斎苑・代官山墓地施設指定管理者募集要項」

（以下「募集要項」という。）に定めるもののほか、この仕様書によるものとします。 

 

 

 円滑な事業の推進および適切な維持管理のため、次の事項及び当該施設に関連する法令や例規等を遵守

してください。 

ア 施設の設置目的に則した管理運営を行うため最大の努力を行うこと。 

イ 利用者の公平性及び安全を充分に図ること。 

ウ 地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。 

エ 関係団体等と良好な関係を維持すること。 

オ 個人情報の取り扱いに充分注意し、管理を徹底すること。 

カ 施設の利用促進を積極的に図ること。 

キ 効率的運営を行い管理運営費の削減に努めること。 

ク 災害時・緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

 

 

施設の名称は、代官山斎苑の設置及び管理に関する条例及び代官山墓地の設置及び管理条例に明記され

たとおりとし、変更はできません。ただし、事前に広域連合と協議を行い、承認を得た場合に限り愛称を

使用することができるものとします。 

 

 

斎苑の休日は1月１日、及び施設の維持管理上、広域連合長が特に必要と認めた日を休日とすることが

できるものとします。この場合、当該変更について、利用者に対して事前に周知してください。なお、墓

地については休日及び開閉時間等は定めておりません。 

 

 

 利用時間を変更する場合は、広域連合と協議し承認を得るものとします。また、この場合、当該変更に

ついて、利用者に対して事前に周知してください。 

 

 

円滑かつ適切な管理運営業務を実施するため、適正な職員を配置してください。ただし、指定管理者が

実施する事業の事務等を兼ねることは構いません。 

ア 総括管理責任者、経理責任者、現場責任者は、必ず１名配置すること。（総括管理責任者が被雇

用者であるときは期限を定めない雇用形態の者とすること。） 

イ 防火責任者を配置すること。 

１．趣旨 

２．管理運営の基本的な考え方 

３．施設の名称 

４．施設の休日及び変更 

５．利用時間の変更 

６．職員の配置 

別紙 ５ 
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ウ 霊柩車運転手を配置すること。 

エ 管理運営にかかる全職員（臨時・パート等含む）の勤務体制は、労働基準法、労働安全衛生法、

その他労働関係法令を遵守し、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者、

来場者等の要望に応えられるものにすること。 

オ 職員の資質向上を図るため、研修計画を策定し、計画的に研修を行い、施設の管理運営に必要な

知識（「人権研修」等の社会人として必要な知識についての研修等を含む。）と技術の習得に努め

ること。 

 

 

 自然災害、人為災害、事故等のあらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態が発生した場合には、遅滞な

く適正な措置を講じたうえ、広域連合をはじめ関係機関に通報するものとします。また、日頃から危機管

理体制を築くとともに、危機管理マニュアルを作成し、災害時の対応について随時訓練を実施してくださ

い。 

 

 

地方公務員法第３４条の規定に従い、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしたり、自己の利益のために

使用することはできません。指定期間終了後も同様とします。 

 

 

（１）個人情報の保護 

業務上知り得た個人情報については、その取扱いに十分留意し、坂井地区広域連合個人情報保護条

例に基づき適正な取扱いをしなければならないものとします。 

（２）情報公開 

指定管理者が作成し、又は取得した文書等で指定管理者が管理しているものであって、情報公開が

可能なものについて、坂井地区広域連合情報公開条例に基づき情報を公開することとします。 

 

 

指定管理者は、業務の実施にあたっては、障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２

５年法律第６５号）及び坂井市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領（坂井

市訓令第３５号）に準じて、不当な差別的取扱の禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対

応を行うこととします。 

 

 

省エネルギー、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、グリーン調達等を推進する等環境保護に配慮し

た管理運営に努めてください。 

 

 

 次の場合には、指定管理者がその損害の賠償の責めに任じるものとします。ただし、指定管理者の責め 

に帰すことができない事由により生じた損害については、この限りではないものとします。 

ア 指定管理者が施設等を毀損し、もしくは滅失させたとき、その他広域連合に損害を与えたとき。 

イ 指定管理者が管理の瑕疵その他により利用者その他の第三者に損害を与えたとき。 

７．危機管理等 

８．守秘義務 

９．個人情報の保護と情報公開 

１１．環境保護に対する取り組み 

１２．損害賠償 

１０．環境保護に対する取り組み 
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（１）広域連合が加入する保険 

指定管理者業務に対し、広域連合が加入する保険は、次のとおりです。 

（財）全国自治協会 建物災害共済 

 

（２）指定管理者が加入する保険 

指定管理者は、自らのリスクに対して、次の補償内容以上の損害賠償保険に加入してください。 

 【身体賠償】 一事故につき１０億円 一人につき２億円 免責なし 

 【財物賠償】 一事故につき２千万円 免責なし 

 【霊柩車任意保険】 対人 無制限 対物 ５００万円 搭乗者 無制限 

 【霊柩車自賠責保険】 

 

 

指定管理者は、業務の全てを一括して第三者に委託することはできません。ただし、広域連合が承認し

た清掃・保守点検等の個別業務については、第三者に委託することができます。 

 

 

指定管理者は、広域連合と調整を図ったうえで翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、毎年度

１月末までに（事業計画に変更の必要が生じた場合については、すみやかに）広域連合に提出し、承認を

受けてください。なお、事業計画書の記載内容は次のとおりとします。 

ア 指定管理業務に係る計画書（自主事業を含む個別事業の概要及びそれを実施する時期等を記載し

たもの） 

イ 指定管理業務に係る管理運営体制 

ウ 指定管理業務に係る収支予算（自主事業を含む個別事業を記載したもの） 

エ その他、広域連合が必要と認める事項 

 

 

指定管理者は、毎月、業務報告書を作成し、翌月１０日までに広域連合に提出してください。なお、   

業務報告書の記載内容は次のとおりとします。ただし、会計処理の都合上、報告の一部が翌月１０日まで

の提出が困難な場合は事前に協議の上提出期限を決定することとします。 

ア 月間利用状況 

イ 月間収入状況 

ウ 霊柩車管理・運行状況 

エ 実施した事業の内容及び実績 

オ 利用者、来場者からの苦情とその対応状況 

カ その他、広域連合が必要と認める事項 

 

 

指定管理者は、毎年度終了後２か月以内（年度の途中において指定が取り消された場合は、その取り消

し後３０日以内）に、事業報告書を広域連合に提出してください。なお、事業報告書の記載内容は次のと

１３．保険の加入 

１４．業務の再委託の禁止 

１５．事業計画書の提出 

１６．業務報告書の提出 

１７．事業報告書の提出 



4  

おりとします。 

ア 年間業務実績報告（自主事業を含む個別事業の概要及びそれを実施した時期等を記載したもの） 

イ 指定管理業務に係る収支報告（自主事業を含む個別事業を記載したもの） 

ウ 自己評価報告 

エ その他、広域連合が必要と認める事項 

 

 

指定管理者は、指定管理業務について、管理物品台帳等の帳簿類を備え、業務別に日報等を作成し、広

域連合の求めに応じて提出できる体制を整えてください。 

指定管理業務を行うに当たり作成し又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存すること。指定

期間を過ぎた後も同様とします。         

 

 

広域連合は、指定管理者の業務に関するモニタリングを実施します。モニタリングの実施方法等は、次

に掲げるものの他「指定管理者モニタリングマニュアル」によるものとします。 

（１）モニタリングの方法 

広域連合は、指定管理者から提出された業務報告書、事業報告書、その他の報告及び指定管理者が

行う利用者、来場者へのアンケート等により、管理運営業務の実施状況及びその内容が要求水準を

満たしているかについて検証します。 

※ モニタリングの参考とする他、次年度の事業計画作成のための基礎資料とするため、指定管理

者は、年に１回以上、施設の来場者にアンケートを行ったうえで自己評価を実施してください。 

（２）指定管理者の管理が広域連合の要求水準を満たしていない場合の対応 

広域連合は、モニタリングの結果、指定管理者の管理が業務要求水準を満たしていないと認められ

るときは、指定管理者に対して改善等必要な指導を行います。指定管理者が、これに従わない場合

は、業務の停止、さらに指定の取り消しを行うことができるものとします。なお、この場合におい

て、指定管理者に損害・損失等が生じても広域連合は賠償しません。 

（３）立ち入り検査 

広域連合または監査委員が必要と認めるときは、施設、付属設備、器具備品及び各種会計書類等の

検査を行うことができるものとします。 

 

 

協定締結時には、想定できなかった事象により、広域連合や指定管理者等に被害や損失等が発生するリ

スクについて、 被害や損失の影響を最小限に留めることを念頭に広域連合と指定管理者が、想定される

リスクを可能な 限り明確にしたうえでリスクの適切な分担を行うためリスク分担を定めます。 

広域連合と指定管理者との管理業務に係るリスク分担については、基本協定書に添付した「リスク分担

の考え方」及び「管理物件の修繕に係る費用負担の考え方」のとおりとします。なお、表中にないリスク

が生じた場合については、広域連合と協議のうえリスク分担を決定することとします。 

（１）不可抗力発生時の対応 

不可抗力が発生した場合、指定管理者は、早急に対応措置を取り、不可抗力による損害、損失及

び増加費用を最小限にするよう努力してください。  

（２）不可抗力によって発生した費用等の負担 

１８．書類の整備 

１９．モニタリング 

２０．リスク分担 
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不可抗力により指定管理者に損害・損失及び増加費用が発生した場合、広域連合は、合理性が認

められる範囲でその費用を負担します。ただし、指定管理者が加入する保険等によりてん補された

金額相当分については、広域連合の負担に含みません。 

                       

  

 指定管理者は、指定管理業務を妨げない範囲において、自主事業を実施できるものとします。ただし、

自主事業を実施する場合は、次に掲げる事項を遵守してください。 

ア 市民サービス、特に施設の利便性向上を図る事を目的として行う。 

イ 自主事業は、斎苑施設待合室の利用及び墓地での物品の販売等に関するものとする。 

ウ 事業計画書に明記し、事前に広域連合の承認を得ること。 

エ 内容は、市民のニーズを考慮したものとすること。 

オ 自主事業にかかる料金設定は、市民の理解を得られる金額とすること。 

カ 自主事業の実施にあたっては、通常の利用者の施設利用が著しく妨げられないよう配慮すること。 

キ 自主事業業務と指定管理業務を区分し、それぞれの参加人数及び料金等が明確に分かるよう帳簿

等を作成すること。また、広域連合が帳簿等の提出を求めたときは、速やかに提出すること。 

  ク 施設の設置目的に合致しない目的で施設又は管理物品を利用するときは、広域連合に対し、目的

外使用の申請をし、許可を受けること。 

  ケ 自主事業にかかる費用は、全て指定管理者の費用とすること。 

 

 

斎苑・墓地の会計処理については、指定管理者の財務規程により処理してください。なお、指定管理者

の業務に係る会計処理は、他の業務と区分し、広域連合に届け出る特定の口座を使用してください。また、 

使用料及び利用料の取り扱い及び様式については、「別紙４－①使用料及び利用料の取り扱い」のとおり

とします。 

(１)  委託料 

        広域連合は、指定管理者から提案された価格の年度毎の金額を、管理経費として会計年度ごと

に、別途締結する「坂井地区広域連合代官山斎苑・代官山墓地施設の管理運営に関する年度協

定書」に基づき、指定管理者に支払います。 

(２)  利用料金制の採用 

       斎苑・墓地の使用料については、待合室のみ地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用 

料金制を採用し、火葬炉、霊柩車及び墓地の使用料等については、利用料金制は採用しません。 

     利用料金は、斎苑の設置及び管理に関する条例の別表で定めた使用料を上限とする範囲で広域 

連合長の承認を受けて料金を設定するものとし、その料金は指定管理者が施設を使用させる対

価として、収入として収受することとします。 

(３)  その他の収入 

       指定管理者の収入になるのは、飲み物自動販売機設置料等とします。なお、指定管理者は、   

広域連合の承認なく、新たに施設の使用料金を設定したり、施設の使用者、来場者から対価を

徴収することはできません。 

 

 

 

２２．会計処理 

２１．自主事業 
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広域連合長のみの権限に属する次の事項は、指定管理者が行うことはできません。 

ア 利用料金等の強制徴収 

イ 不服申立てに関すること 

ウ 行政財産の目的外使用許可（売店、自販機の設置等） 

 

 

 

指定管理者は、指定管理者の業務が終了したときは、帳簿・物品等とともに速やかに次の指定管理者に

業務の引継ぎを行うこと。指定管理者の責任は、この引継ぎの完了により移転するものとする。なお、こ

れに要する経費は指定管理者の負担とする。 

 

 

 指定管理者は、業務の実施にあたり、次に掲げる事項を遵守してください。 

  ア 暴力団等の不当介入に応じない体制を確立すること。 

  イ 暴力団等の関係業者と委託又は物品等の購入契約等などいかなる取引も行わないこと。 

 ウ 暴力団等からの迷惑料、用心棒料、賛助金等の不当な要求には絶対応じないこと。 

 

 

広域連合は、災害発生時に当該施設を指定避難所として指定する場合があります。避難所の開設が あ

った場合には、施設を熟知している観点から、広域連合災害対策本部の指示に従ってください。 

 

 

指定管理者は、この仕様書及び協定書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理につい

て疑義が生じた場合は、広域連合と協議し決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４．業務の引継ぎ等 

２７．疑義についての協議 

２３．権限外の事項 

２５．暴力団等関係者の排除 

２６．災害・緊急時等への対応 
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【特記事項】 

 

 

 

募集要項等に規定する管理物件については、次のとおりとします。 

（１）管理施設 

ア 管理施設を常に良好な状態に保ってください。 

イ 管理施設の構造体力上主要な部分に係る増改築、移設及び設備の更新等については、広域連合が

実施します。 

※「構造耐力上主要な部分」：基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火

打材その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに

類するものをいう。）で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧

又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの 

 

（２）管理物品   

ア 募集要項等に示す管理物品を常に良好な状態に保ってください。 

イ 物品管理簿等を整備し、物品の移動、または廃棄等については、広域連合の承認を得たうえで行

ってください。 

ウ 管理物品が、経年劣化等によりその機能を失った場合は、必要に応じて広域連合が購入又は調達

します。 

エ 指定管理者は、業務の実施のため必要な備品等を自己の費用で購入又は調達することができるも

のとします。この場合、備品等の帰属については、広域連合と協議のうえ定めるものとします。 

（３）管理物件の修繕 

  ア 管理物件の修繕を行う必要が生じた場合は、事前に広域連合の承認を受けてください。 

イ 管理物件の修繕は、１件につき４０万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満のものについて

は、指定管理者の費用と責任において実施してください。１件につき、４０万円以上のものにつ

いては、４０万円を指定管理者が、残額を広域連合が負担し、広域連合の責任において実施する

ものとします。ただし、緊急に修繕する必要がある場合は、広域連合と指定管理者が協議のうえ

最善の方法で実施するものとします。 

ウ 指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた修繕は、指定管理者の費用と責任において実施し

てください。 

 

 

 

指定管理者は、指定期間中、自己の研鑽と責任において、広域連合に代わって斎苑・墓地の管理運営を

行ってください。なお、指定期間の途中でこれらの業務を自己の都合により休止し、又は中止することは

できません。なお、指定管理者が適切な管理運営を行うために、本仕様書に記載している業務のみでは不

十分であると判断する場合には、適宜、業務量を追加してください。 

また、指定管理者が経費の削減を図る等のために本仕様書と異なる方法で業務を実施したい場合は、法

令に違反しないこと及び業務水準が低下しないこと等を条件にこれを認めます。この場合、事業計画書に

２．業務内容 

１．管理物件 
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理由、根拠及び削減額等を添えて実施方法を明記してください。 

 

（１）利用許可に関する業務 

ア 施設利用許可等に係る手続基準 

利用の許可及び取り消しの基準は、代官山斎苑の設置及び管理に関する条例及び施行規則（以下

「例規」という。）によることとします。なお、例規に規定のない場合については、広域連合と

協議のうえ決定することとします。 

  イ 前指定管理者が行った利用許可について 

前指定管理者から施設利用許可を受けている者については、例規に規定する許可の取り消し事

項に該当しない限り、その許可及び既に利用者が支払った利用料金について有効とします。この

場合の利用料金については、前指定管理者が定めた利用料金と比較して、利用許可を受けている

者に有利な料金を採用するものとします。また、前指定管理者が行った利用許可について、前指

定管理者や広域連合に対して、費用の補填等を求めることはできません。 

ウ 施設利用後の点検 

施設の利用者が、利用を終えた時は、施設、設備及び備品の点検を行ってください。 

エ き損等の届出 

利用者、来場者等が施設または設備等をき損し、または滅失したときは、指定管理者はその

旨を速やかに広域連合に届け出てください。 

 

（２）利用料金の減免・還付 

利用料金については、例規で定めた基準により、減免又は還付を行うこととします。なお、減免され

た利用料金については、広域連合は指定管理者へ補填しません。 

 

（３）斎苑・墓地の運営に関する業務 

ア 広報に関する業務 

斎苑の概要の紹介やイベント等に関する広報活動や墓地の使用促進のアピール活動を行ってく

ださい。 

イ 近隣施設及び近隣住民への配慮 

隣接する道路の渋滞や騒音等、近隣の施設や住民の支障の原因とならないよう十分に配慮し運営

をしてください。 

（４）主な業務内容 

  ア 斎苑 

① 死体の火葬に関すること。 

② 身体の一部及び産汚物の焼却に関すること。 

③ 待合室の使用に関すること。 

④ 霊柩車の管理・運行に関すること。 

⑤ 施設の維持管理に関すること。 

  ①～④の業務については、「別紙５-②火葬・待合施設等管理業務仕様書」、「別紙５-③受付業務

仕様書」、「別紙５-④フロント業務仕様書」、「別紙５-⑥霊柩車管理・運行業務仕様書」により

業務を行うこと。 

 イ 墓地 
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 ① 墓地内の保守に関すること。 

 ② 墓地内のトイレ清掃及び汲み取りに関すること。 

 ③ 墓地内のゴミ等の回収に関すること。 

 ④ 墓地内の除草及び樹木管理等に関すること。 

（５）その他施設の運営について 

施設への新たな自動販売機等の設置、撤去については広域連合の承認を受けてください。 

（６）斎苑・墓地の維持管理及び修繕業務 

ア 施設の保守管理・点検業務 

指定管理者は、斎苑・墓地を適切に管理運営するために、別紙１０の施設保守管理・点検業務仕

様書により、施設等を保守管理し、施設等の安全性、機能保持及び耐久性の向上を確保すること

とします。 

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律等の関係法令に定めがある場合、その内容

に応じた維持・管理業務を遂行し、建物の破損、設備の故障等の発生や短期間のうちに故障が発

生すると見込まれる場合は、指定管理者は速やかに広域連合に報告することとします。 

イ 備品の管理業務 

指定管理者は、使用者の施設における活動に支障をきたさないよう、備え付けの備品の点検及び

補修等を行なうこととします。 

ウ 保安警備業務 

指定管理者は施設内の秩序を維持し、事故、火災等の災害及び破壊等の犯罪の発生を警戒、防止

し、財産の保全を図るため、保安警備を適切に行ってください。 

エ  防火・防災・救護業務 

施設及び施設利用者の安全を確保するため、防火管理者の有資格者を常置し、消火、通報、避難

誘導を行い、非常事態に対応できる体制を整えるとともに、指定管理者の責任において、ＡＥＤ

を設置してください。また、火気取締責任者等を定めて火災予防に努めるとともに、消防計画を

作成し、これに基づき消防訓練等を実施してください。 

オ 外構及び植栽管理業務 

指定管理者は、斎苑・墓地の景観を保持するため、別紙１１の樹木管理業務仕様書により、植栽

管理、敷地内における外構、地面及び付属物の清掃業務等を実施してください。 

カ 駐車場管理業務 

施設利用者の利便を保持するため、車両の監視、誘導及び清掃等の駐車場の管理を行ってくださ

い。なお、降雪時には、斎苑に通じる連絡道路及び駐車場や墓地の利用者の駐車スペース及び安

全を確保すべく指定管理者の費用と責任において除雪作業を実施してください。 

キ 廃棄物処理業務 

定められた廃棄物の処理方法により、事業ゴミとして処理業者に所定の料金を支払い、適正に処

理してください。 

ク  ゴミ等処理業務 

斎苑・墓地内のゴミ等を収集し、定められた場所へ運搬し処理してください。 

ケ その他、斎苑・墓地の管理運営上必要と認める業務 

① 必要な許認可等の取得に関する業務 

② 監督官庁への届出業務に関する業務 

③ 苦情、意見、要望等への対処に関する業務 
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（７）その他斎苑・墓地の管理運営上必要と認める業務 

その他斎苑・墓地管理運営上必要と指定管理者が認める業務については、広域連合と協議のうえ、

実施の可否について決定します。 

（８）施設管理運営に関する基準 

ア 組織及び人員配置等 

① 人員配置、研修等については、代官山斎苑火葬・待合施設等管理業務仕様書のとおりと 

してください。 

② 日報の作成について 

施設設備の維持管理及び修繕業務に関する事項については、業務別に日報を作成し、広域

連合の求めに応じ提出できる体制を整えてください。 

イ 帳簿類及び事業報告書、業務報告書の基礎となる書類については、指定管理者は広域連合の

求めがあった時は、すみやかに提出していただきます。 

ウ 事故や使用者、来場者の苦情のうち重要と判断される案件等については、随時、速やかに広

域連合に報告してください。 

（９）業務を実施するに当たっての注意事項 

業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施してください。   

① 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、広域連合と協

議を行なうこと。 

② 各種規程がない場合は、広域連合の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき業務を

行なうこと。 

③ その他、仕様書に記載のない事項については広域連合と協議を行なうこと。



 

11 

 
 

使用料及び利用料の取り扱い 
 
（１）使用料及び利用料の取り扱い 

代官山斎苑・代官山墓地の使用料については、斎苑施設待合室のみ地方自治法第２４４条の２第８項

に規定する利用料金制を採用し、火葬炉、霊柩車及び墓地の使用料等については、利用料金制は採用し

ない。 
指定管理者は、斎苑窓口で待合室の使用申請があった場合、待合室利用料を使用者から収納すること。 
広域連合は、あわら市窓口及び坂井市本庁窓口ならびに坂井市三国支所窓口で待合室の使用申請があ

った場合、使用についての許可をするが、待合室利用料については、指定管理者が斎苑窓口にて使用者

から収納すること。 
 
（２）利用料金 
  利用料金は、代官山斎苑の設置及び管理に関する条例の別表で定めた使用料を上限とする範囲で広域

連合長の承認を受けて料金を設定するものとし、様式１「利用料金承認申請書」により、事前に広域  

連合へ届け出ること。 
様式１ 利用料金承認申請書 
 

（３）飲み物自動販売機設置料 
  指定管理者は、飲み物自動販売機設置料を収入として収受することができる。自動販売機設置手数料

の請求は、指定管理者が直接設置業者へ行うものとする。 
 
（４）代官山斎苑・代官山墓地の管理運営に係る会計処理 
  代官山斎苑・代官山墓地の管理運営に係る会計処理は、指定管理者の他の事業と区分し、様式２  

「指定管理者口座届出書」にて広域連合に届け出た特定の専用口座で経理すること。 
様式２ 指定管理者口座届出書 

別紙 ５―⓪ 



別紙５―① 
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リスク分担の考え方 

※ 不可抗力：暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動など 

リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

広域 

連合 

指定 

管理者 
協議 

物価変動 
収支計画に多大な影響を与えるもの   〇 

それ以外のもの  ○  

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断等  ○  

金利上昇等による資金調達費用の増加  ○  

法令の変更 
管理運営に直接影響する法令等の変更 ○   

一般的な法令等の変更  ○  

税制の変更 
管理運営に直接影響する税制の変更 ○   

一般的な税制の変更  ○  

許認可等 
広域連合が取得すべき許認可等の未取得・未更新 ○   

指定管理者が取得すべき許認可等の未取得・未更新  ○  

管理運営内容の変更 
広域連合の施策による期間中の変更 ○   

それ以外のもの   ○ 

管理運営の中断・中止 

広域連合に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

それ以外のもの   ○ 

使用料等の改定 期間中の使用料等の改定   〇 

第三者委託による損害 第三者に帰責事由があるもの  ○  

需要変動 
大規模な外的要因によるもの   ○ 

それ以外のもの  ○  

第三者への損害賠償 

広域連合に帰責事由があるもの ○   

指定管理者に帰責事由があるもの  ○  

それ以外のもの   ○ 

不可抗力 ※ 
不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○   

不可抗力による管理運営の中断・中止   ○ 

原状復帰 指定期間終了時の原状復帰に伴うもの  ○  

書類の誤り 
広域連合作成書類の誤りによるもの   ○ 

指定管理者作成書類の誤りによるもの   ○ 

自主事業 自主事業の実施に伴うもの  ○  

管理物件の修繕 管理物件の修繕に係る費用負担の考え方による協議 
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管理物件の修繕に係る費用負担の考え方 

区分 項目 

分担 

備考 広域 

連合 
指定管理者 

建物 

新設・改築 ○  

建築基準法施行令第１条に規定する「構造

耐力上主要な部分」※については、所有者

である広域連合が管理すべきものである

ため、必要に応じて広域連合が行う。 

上記以外の改築、改装

（模様替え） 
 ○ 

改築、改装等した部分についての権利を将

来にわたって主張しないことが条件。 

１件あたり見積額 

４０万円未満の修繕 
 ○ 

経年劣化または第三者行為から生じたも

ので相手方が特定できないもの １件あたり見積額 

４０万円以上の修繕 
残額 ４０万円 

設備 

新設・移設・更新 ○  

施設の根幹（※）機能を保全するための設

備については、所有者である広域連合が管

理すべきものであるが、協議の上決定する

ものとする。 

上記以外の設備の 

新設・移設・更新 
 ○ 

新設、移設、更新した部分についての権利

を将来にわたって主張しないことが条件。 

１件あたり見積額 

４０万円未満の修繕 
 ○ 

経年劣化または第三者行為から生じたも

ので相手方が特定できないもの １件あたり見積額 

４０万円以上の修繕 
残額 ４０万円 

維持管理 

・ 

運営管理 

維持補修 

 〇 
指定管理者の発意により行う施設・設備・

外構の維持補修 

 〇 
施設・設備・外構の保守点検（法定点検及

び日常の維持補修含む） 

〇  
天災その他不可抗力による設備の損壊復

旧 

残額 ４０万円 
施設躯体（※）に係る修繕（小規模な修繕

に該当するものを除く） 

〇  
指定管理者が管理を始める前から判明し

ていた瑕疵に対する修繕 

 〇 指定管理者の責による破損に対する修繕 

〇  

法律改正により必要となった施設躯体

（※）の維持管理補修（施設利用者の生命

身体の安全確保を目的として施設躯体

（※）の改修が必要となった場合） 
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天災他不可抗力による

事業中止当 
〇  

大規模な災害等による事業中止当（協議の

上決定するものとする） 

１件あたり見積額 

４０万円未満の修繕 
 ○ 

経年劣化または第三者行為から生じたも

ので相手方が特定できないもの １件あたり見積額 

４０万円以上の修繕 
残額 ４０万円 

広域連合

が設置し

た備品 

新規購入・更新 〇   

１件あたり見積額 

４０万円未満の修繕 
 ○ 

経年劣化または第三者行為から生じたも

ので相手方が特定できないもの １件あたり見積額 

４０万円以上の修繕 
残額 ４０万円 

指定管理者が設置した備品  ○  

※「構造耐力上主要な部分」：基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材

その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（はり、けたその他これらに類するもの

をいう。）で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の

震動若しくは衝撃を支えるもの 

 

※「施設の根幹」：施設本体の経常的な管理運営に必要な電気設備、消化設備、排水設備、換気設備に係

る修繕、床面、壁面、構造上等に係る修繕をさす。 
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別紙５―② 

代官山斎苑 火葬・待合施設等管理業務仕様書 
１．業務名   

代官山斎苑管理運営業務 
    （１）受付業務 
    （２）火葬（フロント）業務 
    （３）火葬（炉操作、管理）業務 
    （４）霊柩車運行業務 
    （５）待合接遇業務 

（６）清掃業務 
    （７）除雪業務 
    （８）その他 
 
A 共通仕様 
   各業務に共通する仕様書は次のとおりとする。 
 
１．業務体制   
  （１）業務に従事する日は斎苑の業務日とする。 
  （２）業務に係る従事人員は５名とし、常時業務に支障をきたさない人員

を配置するものとする。また、業務従事者に事故があるときは、速や

かに交代要員を派遣し、業務に支障のないようにすること。 
  （３）指定管理者は、業務を総括する統括責任者、B 業務別仕様書に示す

各種業務（以下「各種業務」という。）毎の責任者及び個人情報管理責

任者を選任しなければならない。 
（４）業務に従事する時間は、原則午前８時３０分から午後５時１５分ま

でとする。ただし、時間内に終了できない場合は、指定管理者は広域

連合長に届け出をし、午後５時１５分以降に作業を継続することがで

きる。 
  （５）斎苑使用予約状況等により広域連合長から業務時間の変更等の指示

があった場合は、速やかにこれに応じた業務体制をとらなければなら

ない。 
（６）業務従事者の服装は、広域連合長の指定する服装等を着用し、その

費用は指定管理者の負担とする。 
  （７）従事職員の資質向上を図るため、職員研修計画を策定し、計画的研
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修を行い、斎苑管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。 
２．業務実施の留意事項   
  （１）従事者は必ず指定する服、ネームプレート等を着用しなければなら

ない。 
  （２）音声、立ち話等を慎み、静粛に作業を実施すること。 

（３）指定管理者は、作業従事者の担当区分を定め、万一、事故発生の場

合は、責任者の所在を明確にすること。 
  （４）作業中に発生または発見した事故については、直ちに広域連合長に

報告し、その指示に従うこと。この場合、状況等について詳細に日報

にて再度報告すること。 
 

３．労務および安全管理   
  （１）指定管理者は、従事者の労務管理の責任を負うものとする。 

（２）業務の遂行にあたり、その作業内容を十分把握するとともに、市民

との対応を適切に行なわなければならない。 
   
４．従業員の選任   

（１）指定管理者は、業務に携わる従事者を選任し、その住所、氏名、連

絡先等を記載した選任届を広域連合長に提出するものとする。また、

従事者に変更のある場合は、速やかに報告しなければならない。 
（２）選任しようとする従事者に対し、同等施設又は施設を有する事業所

において研修を受けさせた後、従事させなければならない。 
   
４－１．実施同伴による業務の研修及び引き継ぎ   
  （１）指定管理者、広域連合長が認める一定期間、斎苑業務を速やかに履

行できるよう前受託者より当施設で研修を受けなければならない。 
この業務引継ぎに要する研修経費は、技術指導を受ける者の負担とす

る。 
 

B 業務別仕様 
 （ア）受付業務 
  （１）斎苑の受付等に関すること。 
  （２）「火葬許可証」、「使用許可書」等関係書類の確認をすること。 
  （３）市役所業務が休日となる土曜・日曜・祝日及び年末年始などに許可

申請を受け付けたものについて、「斎苑使用料」及び「霊柩車使用料」

の徴収業務を行うこと。また、自宅廻りを行ったときも運行距離に
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応じ霊柩車使用料（別表１参照）の徴収業務を行うこと。 
なお、徴収した使用料は許可日の翌週にあわら市及び坂井市の会計課

または広域連合事務所に納付すること。 
（４）各担当者への事務連絡、調整。 

  （５）火葬炉前、エントランスホール等の使用者名の標示。（予約・表示シ

ステムによる） 
（６）施設管理に関する業者との連絡調整に関すること。 

  （７）日々の業務に関する報告書等関係書類の作成に関すること。 
（８）斎苑の管理運営等に関すること。 

  （９）入、退苑時に施、解錠および防火確認すること。（空調設備等のスイ

ッチ管理を含む。） 
   
（イ）火葬（フロント）業務 

１． 業務内容 
・火葬前業務 

（１）告別室、収骨室の清掃、準備 
（２）喪主、遺族への挨拶 
（３）柩の受取および柩台車による告別室までの運搬 
（４）告別室への喪主、遺族、会葬者の案内 
（５）柩台車の告別室への安置 
（６）告別式の準備 
（７）告別式の介添え 
（８）最後のお別れの介添え 
（９）副葬品の確認 
(10) 火葬に関する案内 

(11) 炉への柩台車の運搬 

(12) 炉への柩入れ 

(13) 喪主、遺族、会葬者の待合引継ぎ 

(14) 柩台車の告別室への運搬 

(15) 告別室の清掃、次告別の準備 
 

・火葬後業務 
（１）喪主、遺族、会葬者の引継ぎ 
（２）収骨室までの喪主、遺族、会葬者の誘導 
（３）遺族、会葬者の収骨室での待機案内 
（４）喪主又は代表者の炉前までの誘導（収骨台車の引き出し、運転） 
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（５）焼骨の引き出しおよび収骨台車での運搬 
（６）収骨台車の収骨室への安置 
（７）収骨についての説明 
（８）収骨介添え 
（９）全骨収骨の確認 
（10）収骨終了の挨拶 

（11）斎苑退苑誘導 

（12）受付で火葬許可証の返却 

（13）遺族の見送り 

（14）収骨室の清掃、次収骨の準備 

 

・その他の業務 
（１）告別室、収骨室の全使用終了後の清掃 

 
（ウ）火葬（炉操作・管理）業務 

１．業務内容 
（１）フロント業務に関連する始業点検 
（２）火葬炉の始業および終業点検 
（３）始業点検報告 
（４）火葬炉等の設備および炉回り等器具類の保守および管理、簡

単な補修等の作業 
（５）火葬炉の運転操作および監視業務 
（６）火葬炉等の清掃業務 
（７）焼骨の冷却確認、修整 
（８）収骨に関する連絡等 
（９）残骨、残灰の処理 
（10）火葬燃料等火葬に用する物品の管理 

（11）火葬記録誌等関係書類の作成、報告 

（12）告別、収骨に用する台車の準備および撤収、清掃と点検、補

修、管理（充電等）に関すること 

（13）フロント業務、火葬業務に関する翌日業務の準備及び使用物

品の確認、準備 

（14）終業点検報告（備品状況、消耗品の在庫管理及び報告等） 
 

２．特定事項   
（１）電気、空調、その他施設内の円滑な維持管理のため、危険物取扱主
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任者（乙種第４類）の資格、機械取扱いの知識を有する者を配置す

ること。 
（２）防火責任者を配置すること。 

  （３）広域連合長が必要と判断した資格、資格者については速やかに取得、 
配置しなければならない。 
 

 （エ）霊柩車運行業務 
    １．業務内容 
     （１）霊柩車運行業務 
     （２）霊柩車維持管理業務 
     （３）運転日報等報告作成及び報告業務 
 

２．特定事項 
     （１）運行管理者を置き、霊柩車運行前後に必ず点呼を実施する 

こと。 
（２）霊柩車の運転員を選任し、それ以外の者に運転をさせない 

こと。 
（３）法定点検を計画的に受検すること。 
（４）必要に応じ自宅廻りを行うこと。 

     
（オ）待合接遇業務 

１．業務内容 
（１）待合に関する説明、遺族の引継ぎ 
（２）待合室、関連施設使用に関する説明 
（３）収骨に向かう遺族の迎え、誘導 
（４）各待合室の整理、整頓及び清掃 
（５）ポット、湯のみ、急須、座布団等備品の準備、維持、管理（毎

回使用時のみ） 
 

２．特定事項   
（１）使用者が待合室を使用する場合には、使用者または請け負っ

た関係業者に準備、後始末を円滑に進めること。 
（２）給茶器、茶碗、座布団等については、供用物品を使用するこ

と。 
 
（カ）清掃業務 
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１．業務内容 
（１）施設の清掃に関する業務 

清掃箇所および作業内容  
 別紙清掃一覧表のとおり 

（２）清掃に関する報告等の事務 
（３）ポット、茶碗、座布団等備品の維持、衛生管理 

 
 
２．特定事項   

     ア．業務体制 
（１）業務に従事する日は、日常清掃は斎苑の業務日、定期清掃に 

ついて、作業計画に基づき実施するものとする。 
（２）清掃は日常清掃と定期清掃の２種類とし、その内容等は別紙

一覧表のとおりとする。 
（３）告別室、収骨室の清掃については、１回毎の使用が終了した

場合は次使用時前までと当日の使用が全て終了した後行なう

こと。 
（４）待合室は当日使用が全て終了した後、待合ロビー等来客の使

用する所は、随時行なうこと。待合室については１回毎の使

用が終了した時点で随時実施すること。 
（５）清掃は、本仕様書及び別紙一覧表により行なうこと、ただし、

特に必要と判断した場合には、随時行なうこと。 
 
イ．業務実施の留意事項 

清掃用具は所定の場所に整理格納し、所定の場所以外には絶

対置かないこと。 
 

 ウ．使用材料 
（１）委託業務に使用する材料は、材質により規定されているもの

については指定物品清掃方法に基づき、その他においても設

備材質等を踏まえて十分吟味し、品質良好な製品を使用する

こと。 
 

 エ．その他 
（１）業務により発生もしくは回収したゴミ等については、指定管

理者の責任において処分すること。 
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別表１ 

区  分 料  金 

５ｋｍまで ３，０００円 

５ｋｍから１５ｋｍ ５，０００円 

１５ｋｍから３０ｋｍ ７，０００円 

３０ｋｍを超えるとき １０，０００円 
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清　掃　項　目 清掃業務 特別清掃業務
石床面清掃 年２回外部委託
焼香台清掃
香炉灰清掃
収骨室台清掃
棺、収骨台車清掃
告別室、炉前、収骨室壁清掃 1回／月
ガラスクリーニング 随時
足マット清掃 1回／月
トイレ清掃　（トイレ、勝手口）
じゅうたん掃除機掛け
事務所清掃
待合ロビー清掃 随時
待合室A、B、C清掃 随時
空調機械室清掃 随時
ガラスクリーニング 随時 ２回／年　外部委託
じゅうたんクリーニング 1回／年 ２回／年　外部委託
足マット清掃　（トイレ、勝手口） 1回／月
床面掃除機掛け、モップ掛け
残骨処理
監視室清掃
休憩室、浴室、脱衣室清掃
トイレ清掃
電気室清掃 1回／月
空調機械室１、２清掃 1回／月
残灰庫清掃 随時
台車置場清掃 随時
オイルタンクポンプ室清掃 1回／月
倉庫１、２清掃 1回／月
ファンルーム清掃 1回／月
ガラスクリーニング 随時
ポーチ、車寄せ掃き掃除
駐車場掃き掃除
進入路掃き掃除
ポーチ、車寄せ水洗い 随時
車庫清掃 1回／月
納骨堂清掃 1回／月
除草 随時
除雪 降雪時のみ
光庭、内庭清掃 1回／月
屋上ドレン清掃 1回／月
水洗い洗車 随時
ワックス掛け洗車 1回／月
車内清掃 随時
ゴミ回収 1回／週 ３回／年　外部委託
トイレ清掃 1回／週
除草 随時
道路清掃 1回／月
道路側溝清掃 ３回／年 ３回／年　外部委託

清　　掃　　一　　覧　　表

火
葬
棟

日
常
清
掃

毎日

定
期
清
掃

別紙
箇所

外
回
り

日
常
清
掃

火
葬
棟
機
械
室

日
常
清
掃

毎日

定
期
清
掃

日
常
清
掃

待
合
棟

毎日

霊
柩
車

定
期
清
掃

墓
地

定
期
清
掃

毎日

定
期
清
掃

定
期
清
掃
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別紙５―③ 
 

代官山斎苑受付業務仕様書 

受付業務概要 
１． 墓地、埋葬等に関する法律等に基づく補助事務 

○火葬認可書の確認、火葬許可書のない火葬執行拒否  法第１４条 
○斎苑使用許可書の保存及び必要事項の記入      法第１６条 

 
２． 一般事務 

（１）斎苑業務に関すること 
ア． 事務所業務の把握 
イ． 火葬業務の把握 
ウ． 火葬炉運転業務の把握 
エ． 霊柩車運行業務の把握 
オ． 待合業務の把握 
カ． 清掃業務の把握 

（２）施設管理に関すること 
ア． 日常点検に関すること 
イ． 施設、備品状況の把握、対応 

(３) 業務運営に関する補助事務 
ア． 斎苑使用予約等の確認 
イ． 翌日業務に関する事務連絡、調整 
ウ． 日々の業務に関する報告書と関係書類の作成 
エ． 緊急時の対応、連絡 
オ． 消耗品等の管理 
カ． 施設の維持管理等に関すること 
キ． その他 

（４）その他の補助事務 
 

＜１日の基本業務行程＞ 
８：３０ 

・ 始業 
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↓ 
（８：３０～１６：００） 
・ 火葬炉前・エントランスホール等の使用者名の標示 
・ 業務進行状況確認、調整 
・ 収骨案内 
・ 事務連絡 
・ その他 
 
 
（１６：００～１６：３０） 
・ 事務連絡（翌日業務体制の変更時等） 
 
（１６：３０～   ） 
・ 各備具、消耗品、燃料の発注等 

 
↓ 
（１７：１５～  ） 
・ 斎苑退場 

 
１． 始 業 

８：３０ 始業（受付開始） 
２． 受付業務 

８：３０～１６：００ 受付業務 
    ＜斎苑使用申込に関するもの＞ 

１． 斎苑使用申込み確認（予約システムにより確認） 
２． 霊柩車使用申込み確認（予約システムにより確認） 
３． 斎苑使用許可書の保管 

＜斎苑使用者に関するもの＞ 
（来苑時） 
１． 火葬許可証の確認及び一時預かり 
２． 斎苑使用許可書の確認 
３． 使用者への斎苑使用に関する必要事項の伝達 

（退苑時） 
１． 火葬許可証の返却 
２． 火葬許可証の取扱い説明 
３． その他 
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３． 運営に関する事務 
８：３０～１６：００ 施設運営に関する事務 

１． 各消耗品の把握 
２． 燃料残量の把握 
３． 収骨案内 
４． 業務遂行に関する必要な情報把握、確認 
５． 緊急時における連絡及び調整 
６． 使用料及び関係業者との連絡、調整 
７． その他 

 
４． 終業後片付け 

１６：１５～  終業後事務 
１． 受付業務日誌の作業 
２． その他 
 

１７：１５～  当日の業務終了後、斎苑退場 
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別紙５―④ 
 

代官山斎苑フロント業務仕様書 

 
フロント業務概要 
１． 柩台車及び収骨台車の始業点検 
２． 告別室、収骨室の清掃、準備 
３． 使用者名標示等の確認 
４． 始業ミーティング 
５． 始業点検報告 
６． 喪主、遺族への挨拶 
７． 柩の受取および柩台車による告別室までの運搬 
８． 告別室への喪主、遺族、会葬者の案内 
９． 柩台車の告別室への安置 
１０．告別室の準備 
１１．告別室の介添え 
１２．最後のお別れの介添え 
１３．副葬品の確認 
１４．火葬に関する案内 
１５．炉への柩台車の運搬 
１６．炉への柩入れ 
１７．喪主、遺族、会葬者の待合引継ぎ 
１８．柩台車の告別室への運搬 
１９．告別室の清掃、次告別の準備 
 
次の遺族のお迎え  （６～１９の繰返し） 
  
 （火葬終了） 
 
２０．収骨室までの喪主、遺族、会葬者の引継ぎ 
２１．遺族、会葬者の収骨室での待機案内 
２２．喪主の炉前までの誘導（収骨台車の引出し、運転） 
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２３．焼骨の引出しおよび収骨台車での運搬 
２４．収骨台車の収骨室への安置 
２５．収骨 
２６．全骨収骨確認 
２７．収骨終了の挨拶 
２８．斎苑退苑誘導 
２９．火葬許可証の返却 
３０．遺族の見送り 
３１．収骨室の清掃、次収骨の準備 
 
次の火葬終了 （２0～３１の繰返し） 
 
３２．告別室、収骨室の清掃 
３３．業務日誌の作成 
３４．終業点検報告（備品状況、消耗品の在庫管理等） 
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１．始業 
８：３０～    始業 

２．始業ミーティング 
８：３０～８：３５ 始業ミーティング 

１． 当日勤務職員報告 
２． 当日業務予定の確認（斎苑業務予定表によ

り確認） 
３． 始業点検報告 
４． 各種事務連絡 
５． その他 

３．フロント業務 
 ＜火葬前業務＞ 

８：３５～     柩受入れ準備 
・柩台車の車寄せへの配置 

 
  １０：１０～     柩、喪主、遺族、会葬者の到着 

・喪主、遺族への挨拶、事務確認等 
             

基本動作 
   ◇挨拶  

・「本日は、ご愁傷様です。私が皆様のお世話をさせていただきます○○

です。よろしくお願いいたします。」 
   ◇火葬許可証等の事務手続きの確認 
   ・「火葬許可証及び斎苑使用許可証の提出はお済でしょうか。」 

◇柩の移動 
＊ 柩を移す際は、必要に応じて会葬者に介添えをお願いし

て行うこと。 
（柩を柩台車に移す前に柩に向かって一礼をする。） 

 
１０：１２～ 柩の受取及び棺台車による告別室までの運搬 

・告別室への遺族の案内 
基本動作 

   ◇誘導案内  
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・「それでは、私が告別室へと先導いたしますので、お柩のあとから喪主 
の方を先頭に、ご遺族の方、ご会葬の皆様方と続けてご入室ください。」 

 
１０：１３～ 柩台車の告別室への安置 

・告別式の準備 
基本動作 
    （柩台車を安置後） 

   ◇告別式準備  
・ご遺影、ご位牌をご遺族の方から預かり設置する。 

   ◇遺族、会葬者の確認 
・「皆様ご入室されましたでしょうか。」 

 
１０：１４～ 告別室 

・告別式の介添え 
基本動作 
◇告別式の挙行  
・「喪主、ご遺族様に続きましてご会葬の皆様方、順次、ご焼香をお願 
いいたします。２名様ずつお願いいたします。」 

＊ 導師参道の場合は、導師に対し、「よろしくお願いいたし

ます。」とうながす。 
   ◇焼香終了の確認 

＊焼香がだいたい終わったことを見計らって  
・「ご焼香は、お済になりましたでしょうか。」 

    
１０：２２～ 最後のお別れ 

・最後のお別れ介添え 
基本動作 
◇最後のお別れの準備  
・柩の蓋を取り、お別れの準備をする。 

（フタを取る前に合掌） 
   ◇最後のお別れの案内 

・「最後のお別れをどうぞ、お花等ご用意なさったものをお入れくださ 
い。」 

・最終確認 
 

基本動作 
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◇最終確認  
・「よろしいでしょうか、それでは、閉めさせていただきます」 

（フタを閉める前に合掌） 
 

１０：２７～ 炉前への柩運搬及び喪主、遺族の誘導 
・炉前への喪主、遺族の誘導 
・炉前への棺台車の運搬 

基本動作 
◇炉前への誘導  
・「それでは、炉の方へとお進みいただきます。ご遺族の方、ご遺影、

ご位牌をお持ちください。」 
＊ 遺影、位牌を持ったのを確認して 

    ・「私が先導いたしますので、順にお進みください。」 
 

１０：２９～ 炉前 
       ・火葬に関する案内、説明、棺入れ 

基本動作 
   （柩台車を炉前に設置後） 
◇喪主位置指示  
◇柩入れ  
・「柩をお納めいたします。これで、最後のお別れでございます。」 

（柩台車を接続）  
（納入される柩に向かい 一礼 ） 
 

１０：３０～ 火葬 
    ・炉点火の案内 

◇喪主への説明  
・「ご代表の方、炉前にどうぞ。右手、緑のボタンが点火ボタンです。 
どうぞ、お願いいたします。」 
 

基本動作 
◇火葬開始の伝達 

・「皆様ご苦労様でした。滞りなく火葬が開始されました。」 
・「それでは、右手後方扉の方へ続いてどうぞ。」 
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１０：３２～  
◇喪主、遺族の引継ぎ  
 
基本動作 

＊ エントランスロビーまで案内する。 
 

◇事後処理、次告別室に関する準備 
・柩台車の告別室への準備 
・告別室の清掃 
・次告別の準備 

 
次の遺族のお迎え （火葬前業務の繰返し） 
火葬終了 

 ＜火葬後業務＞ 
 

１２：１０  喪主、遺族、会葬者のお迎え 
・喪主、遺族、会葬者のお迎え 

基本動作 
◇喪主、遺族、会葬者のお迎え 

・「皆様お揃いになられておりますか、それでは、収骨室の方へ 
ご案内いたします。続いてお進みください。」 

 
＊遺族が一度帰っている場合 
・「○○家の皆様ですか。収骨室の方へご案内いたします。続け

てお進みください。」 
 

１２：１１～ 収骨室到着 
       ・遺族の収骨室までの待機案内 
   基本動作 

・「こちらで収骨をしていただきます。皆様、こちらで暫時お待

ちください。」 
・喪主、遺族の炉前までの誘導 

   基本動作 
・収骨台車の引出し、運転及び該当炉前に設置 
・「それでは炉の確認をお願いいたしますので、ご代表の方ご一

緒にどうぞ。」 
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１２：１２～ 炉前到着 
基本動作 
       （柩台車を炉の前に設置後） 

・「ご遺骨をお引出しいたします。 
 

◇焼骨の引出しおよび収骨台車での運搬  
       ・焼骨の引出し 

基本動作 
（柩台車を接続） （出てくる焼骨に向かい 一礼） 
・焼骨の収骨台車での運搬 
・「ご遺骨を収骨室へとお運びいたします。」 

 
１２：１４～ 収骨台車の収骨室への安置 

・収骨台車の安置  
基本動作 
     （収骨台車の安置） 

・「ご遺骨が到着いたしました。」 
 

◇収骨についての説明 
基本動作 
     （骨箱の蓋を開け、収骨箸を準備） 

・「ただ今から収骨をしていただきます。収骨にあたっては、お

２人で遺骨をお持ちになり、骨箱へお入れください。」 
 
 

１２：２９～  収骨 
（質問されたらわかる範囲で答える）収骨の介添えを補助する 

基本動作 
     ＊収骨がだいたい終わったことを見計らって 

・「よろしいでしょうか。皆様お済になりましたでしょうか。」 
 

基本動作 
    ・「よろしければ、骨箱を整えさせていただきます。」 

 （お骨箱の装丁） 
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１２：３２～ 収骨終了の挨拶 
・骨箱の返却 

基本動作 
    ・「骨箱をお渡しします。」 

 ・収骨終了の挨拶 
基本動作 

・「これにて、滞りなく終了いたしました。本日は大変お疲れ様

でした。」 
 

１２：３３～ 斎苑退苑誘導 
・斎苑退苑の説明 

基本動作 
    ・「それでは、出口へご案内いたします。」 

 ・「ご遺族、ご会葬の皆様には、手荷物などお忘れ物などないよ

うお願いいたします。」 
    

１２：３４～ 火葬許可証の返却 
・「皆様には、これにてお帰りいただくわけですが、喪主の方に

は、火葬許可証をお渡しいたしますので、事務所の方へお願

いいたします。」 
    ・「ご遺族、ご会葬の皆様には、お忘れ物がないか再度ご確認の

うえ、お車等に充分お気をつけてお帰りください。本日は大

変お疲れ様でした。」 
＊ 喪主の姿が見えなくなるまで見送ること。 

 
１２：３５～ 収骨室の清掃、次収骨の準備 

 
次の遺族のお迎え（火葬後業務の繰返し） 
 
 
 
 
（以下、４フロント業務の繰返し） 
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４．翌日業務ミーティング 
 

１６：３０～１６：５０  翌日業務ミーティング 
 

５．終業後 
 

１６：５０～ （終業後） 告別室、収骨室の清掃 
        １、翌日業務の準備（告別室、収骨室） 
        ２、翌日業務使用物品の確認、準備 
        ３、業務日誌の作成 
        ４、終業点検報告（備品状況、消耗品の在庫管理及び報告等） 
 
 

６．斎苑退場 
 

１７：１５～ 終業後業務終了後     斎苑退場 
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別紙５－⑤ 

警備監視業務仕様書 

 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者が管理する警備監視業務は、この仕様書の定めに従い実施

するものとする。 
② 法令等の遵守 

点検の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な届出 
    や手続等を遅滞なく行うこと。 
 
２． 警備監視業務 

① 警備内容 
ア．盗難予防及び不良行為の拡大防止 
イ．火災の早期発見 
ウ．事故確知時における関係先への通報・連絡  

② 警備要領 
ア．通常警備－GMS３０００センターシステム（自動遠方監視装置)

機械警備 
イ．異常警備－巡回パトロール警備 
ウ．警備設備、監視センター、パトロール要員が連携しての警備 

③ 警備時間 
ア．日常警備時間 

セット開始時間からセット解除時間まで 
イ．火災信号 

２４時間監視 
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       自家用電気工作物保安業務仕様書 

 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者が管理する自家用電気工作物保安業務は、この仕様書の定

めに従い実施するものとする。 
② 法令等の遵守 

業務の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な届出 
     や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 自家用電気工作物保安業務 

① 点検者  
点検者は、次の者とする。 
ア．自家用電気工作物保安業務有資格者 

② 点検の回数及び内容 
点検は、次のとおり点検を行うこと。 
ア．月次点検：２か月１回 
イ．年次点検：年１回 
ウ．臨時点検：必要の都度 
エ．絶縁監視装置の自動通報により、常時保安管理 

３． 点検対象設備 
ア．設備容量    ２２５KVA  
イ．受電電圧  ６，６００V 
ウ．発電機 

４． その他 
ア．設備容量等の変更があった場合、点検等の負担は協議の上決定 

するものとする。 
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合併浄化槽保守点検・清掃業務仕様書 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者が業務委託する合併浄化槽保守点検・清掃業務は、この 

仕様書の定めに従い実施するものとする。 
② 法令等の遵守 

合併浄化槽保守点検・清掃業務の実施に当たっては、法令規則を遵守

するとともに、必要な届出や手続等を遅滞なく行うこと。 
 

２． 合併浄化槽保守点検業務 
① 点検者及び清掃者  

点検者及び清掃者は、次の者とする。 
ア．合併浄化槽保守点検業務有資格者              
イ．合併浄化槽清掃業務有資格者 

② 保守点検の回数及び内容 
保守点検は、次のとおりに行うこと。 
ア．保守点検（水質管理、機器管理）        年 ４回 
イ．消毒薬補充                  年 ４回 
ウ．水質化学検査（BOD、SS、大腸菌群）      年 ４回 
エ．付属機器類のオイル、ベルト等消耗部品の取替え 年 １回 
オ．浄化槽法定検査                年 １回 

③ 清掃の回数及び内容 
   清掃は、次のとおりに行うこと。 

     ア．合併浄化槽内の全処理水の汲み取り       年 １回 
イ．合併浄化槽内の清掃              年 １回 
 

３． 点検及び清掃対象設備 
 嫌気ろ床担体流動生物ろ過方式 ５５人 日汚水量 １１．０㎥／日 
                   総容量  １８．５㎥ 
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残骨灰処理業務仕様書 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者が業務委託する残骨灰処理業務は、この仕様書の定めに従

い実施するものとする。 
② 法令等の遵守 

残骨灰処理業務の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、

必要な届出や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 業務完了報告 

① 業務報告書の提出  
業務が完了、または１業務が完了後に、指定管理者は業務受託者か

ら結果を文書で報告させること。 
② 検査、視察の実施 

指定管理者が検査等を要請した時は、業務委託者は応じる義務があ

ることと確認しておくこと。 
 

３． 実施日（残骨灰の搬出）   
  残骨灰の搬出は４回／年とする。 
    

４． 報告 
①  残骨灰の最終処分については、実施計画書を提出させ、承認後に処

理させること。 
② 業務終了後は、書面で報告を受けること。  
③ 業務を実施するに当り、委託業者の責任において処理し、他人に疑

惑等が発生しないようにすること 
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除雪作業仕様書 

１． 一般事項 
① 管理作業方針 

   指定管理者が管理する除雪作業は、この仕様書の定めに従い実施する

ものとする。 
② 法令等の遵守 

除雪作業の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な

届出や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 除雪作業 

① 作業員  
作業員は、次の者とする。 
ア．大型特殊免許の取得者 
イ．車両系建設機械運転技能講習修了者 

② 除雪作業の内容 
除雪作業は、タイヤショベルにて実施する。 
ア．除雪作業は、運転手のほか助手等１人以上をあてること。 
イ．事前に作業区間の道路等の点検を行い、スノーポールを設置す

ること。 
ウ．現状の状況により、路面凍結防止剤を散布する。 

③ 除雪範囲 
ア．市道より斎苑玄関に繋がる進入道路及び駐車場。 
イ．車庫前道路。 
ウ．墓地内駐車場及び道路 

④ 自動車損害賠償保険への加入 
ア． 除雪機械において、強制保険のほか任意保険に加入させること。 
イ．任意保険に加入したことを確認できる書類を提出させること。 

３． 報告 
① 報告 

ア．除雪作業日報を１０日ごとに提出させること。 
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空調設備点検業務仕様書 

１． 総則 
① 適用範囲 

   指定管理者が管理する空調設備点検は、この仕様書の定めに従い実施

するものとする。 
② 法令等の遵守 

点検の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な届出 
     や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 空調設備点検業務 

① 点検者  
点検者は、次の者とする。 
ア．空調設備保守点検有資格者 

② 点検の回数及び内容 
点検は、３年毎に１回若しくは６，０００時間毎に１回室外機の点

検を行うこと。 
ア．灯油エアコン室外機（デンソーKHP 室外機 ６台） 
  分解整備を行う。 

・No,1 号機（DKH-P560CIA-K）事務所・休憩室・更衣室 
                           監視室・台車置き場・収骨室 
                炉前ホール系統 
・No,2 号機（DKH-P280CIA-K）待合機械室系統 
・No,3 号機（DKH-P355CIA-K）告別機械室・火葬機械室系統 
・No,4 号機（DKH-P560CIA-K）待合機械室・待合室系統 
・No,5 号機（DKH-P560CIA-K）火葬機械室系統 
・No,6 号機（DKH-P560CIA-K）待合機械室・待合室系統 
  
 ※前回点検実施日 
  No,1 号機～No,6 号機は、令和４年７月に実施 

イ．室内機 
   点検時に作動確認を行う。 

・２方向天井カセット型（６台）  更衣室、休憩室、監視室 
                 事務室２台、台車置場 
・床置外気処理型（３台）     待合空調機室、火葬空調 

機械室、告別空調機械室 
・ペリメーター用床置埋込型（２台）収骨室２台 
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・天井隠蔽ビルトイン型（２台）  炉前ホール２台 
・床置ビルトイン型（３台）    待合空調機室、火葬空調 

機械室、告別空調機械室 
・ビルトインオールダクト型（４台）待合室 A２台、待合室 B 
                 待合室 C 

ウ．前回点検実施日 
  No,1～No,6 号室外機  令和４年７月 

 
 
３． その他 

① 指定管理者の選定後に入れ替えた空調機があった場合、上記機器と

同様の点検を実施すること。 
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自動ドア保守点検業務仕様書 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者が管理する自動ドア点検は、この仕様書の定めに従い実施

するものとする。 
② 法令等の遵守 

点検の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な届出 
    や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 自動ドア点検業務 

① 点検者  
  点検者は、次の者とする。 

ア．自動ドア保守点検有資格者 
② 点検の回数及び内容 

点検は、年１回の定期点検を行うこと。 
ア．定期点検 

・ 風除室 両引分 エンジン：2 台 
・ 告別前ホール 両引分 エンジン：２台 
・ 炉前ホール 両引分 エンジン：２台 
・ 炉室 エンジン：４台 
（付属部品、コントロール、ボックス、操作スイッチ） 

３． 点検対象設備 
・風除室 両引分 エンジン：2 台 

        ・告別前ホール 両引分 エンジン：２台 
・炉前ホール 両引分 エンジン：２台 
・炉室 エンジン：４台 
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火葬施設保守点検業務仕様書 

 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者が管理する火葬施設保守点検は、この仕様書の定めに従い

実施するものとする。 
② 法令等の遵守 

点検の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な届出 
    や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 火葬施設保守点検業務 

① 点検者  
点検者は、次の者とする。 
ア．火葬施設保守点検有資格者 

② 点検の回数及び内容 
点検は、年１回保守点検を行うこと。 

     ア．排気装置、燃焼装置、電気制御機器、付属部品、特殊付帯設備 
３． 点検対象設備 

ア．冷却前室       ４基 
イ．再燃炉付火葬炉   ４基 
ウ．残灰処理装置    １式 
エ．その他関連機器類 １式 
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消防設備点検業務仕様書 

１． 総則 
① 適用範囲 

   指定管理者が管理する非常放送設備、自動火災報知設備、誘導灯設備

小型消火器点検は、この仕様書の定めに従い実施するものとする。 
② 法令等の遵守 

点検の実施に当たっては、法令規則を遵守するとともに、必要な届出 
    や手続等を遅滞なく行うこと。 
２． 消防設備点検業務 

① 点検者  
点検者は、次の者とする。 
ア．消防設備士有資格者 

② 点検の回数及び内容 
点検は、年１回の外観、機能点検と総合点検を行うこと。 
ア．外観、機能点検 

・ 自動火災報知器：受信機作動点検 
・ 誘導灯：移法連動点検 
・ 粉末消火器 
・ 防火水槽点検 

イ．総合点検 
・ 自動火災報知器：受信機作動点検 
・ 誘導灯：移法連動点検 
・ 粉末消火器 
・ 防火水槽点検 

３． 点検対象設備 
ア．自動火災報知器：受信機１台、発信機３個、感知器差動式 

３５個、感知器定温式２７個、煙感知器４個、表示灯３個 
電鈴３個、予備電源１式、配線１式 

イ．誘導灯：誘導灯非難口６基 配線１式 
ウ．粉末消火器１３本 
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粉末消火器入替仕様書 
 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者は、斎苑に設置してある粉末消火器の入替を計画的に行う

ものとする。 
 
２． 設置数量 

① ABC 粉末消火器   １０型       ９台 
② ABC 粉末消火器      ２０型       ３台 
③ ABC 粉末消火器   ５０型       １台 

 
     消火器仕様 
      国家検定合格品、畜圧式 
 
３． 廃棄処分 
    入れ替えた消火器は適切な方法により廃棄処分を行うものとする。 
 
４． その他 
    購入前に、必ず広域連合と協議すること。 
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AED(自動対外式除細動器)設置仕様書 
 
１． 総則 

① 適用範囲 
   指定管理者は、AED(自動対外式除細動器)を設置し、５年間保守管理

を実施するものとする。 
 
２． 設置数量 

AED(自動対外式除細動器)の貸借内容は、次の物件である。 
① 物件  

AED(自動対外式除細動器)        1 基 
   キャビネット（壁面取付け用ボックス)  １基 

メーカー、型式は、指定しない。 
  

３． 定期交換消耗品 
    定期交換消耗品の「バッテリ－」、及び｢除細動パッド｣は定期的に交換

すること。 
 
４． 講習会の受講 
     消防署等が行う AED 講習会を受講させ、全社員が AED の取り扱いが

出来るよう指導すること。 
 
５． その他 
    購入前に、必ず広域連合と協議すること。 
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斎苑予約・表示システム管理業務仕様書 

 
１．概要 
  本システムは、斎苑の予約管理(炉・待合室・霊柩車)、表示管理（斎苑内設

置表示器の集中管理）を行うものである。それぞれのシステムに、管理用の

サーバを設置（予約処理サーバ、表示処理サーバ）し、それぞれの機器間で

は、予約、表示の連携を行う事により、斎苑全体のシステム管理を行う。 
（１）予約システム 

   ① 炉・待合室・霊柩車の予約管理を行う。 
   ② 料金管理 
      ③ 斎苑外部（各庁舎）からのアクセスには、CATV 接続による設定受付

を行う。 
      ④ 音声応答による、仮予約受を行う。受付結果は FAX にて指定箇所へ

確認通知を行う。 
⑤ 予約内容に応じた、表示システムとの連携処理を行う。 

 （２）表示システム 
   ① 各表示器毎に、表示制御を行う制御装置を設置し、サーバからの表示

要求に応じて画面表示を行う。 
   ② 予約システム内容と連動し、表示スケジュールに応じて、斎苑内に設

置されている表示器に表示処理を行う。 
 
２．仮予約 

葬祭業者が携帯電話、パソコンで仮予約をする。 
① 仮予約ができるのは、斎苑に登録された葬祭業者とする。 
② 仮予約の対象は、死亡者又は申請者があわら市及び坂井市三国町の住民

とする。 
③ 仮予約の時間は、３６５日２４時間対応とする。 
④ 仮予約が完了すると予約システムサーバーは、ファックスにて仮予約証

を葬斎業者に送信する。 
 
３．本予約 
  各窓口での業務（あわら市本庁窓口、あわら市芦原分室窓口、坂井市本庁

窓口、坂井市三国支所窓口の４箇所） 
① 葬祭業者が仮予約を行っている場合は、仮予約内容を確認し、本予約に

確定する。 
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② 葬祭業者が仮予約を行っていない場合は、申請者に内容を確認し、本予

約とする。 
③ 本予約終了後、代官山斎苑使用許可申請書、代官山斎苑使用許可書、納

付書等を確認、印刷し、使用料を徴収する。 
 
４．指定管理者の業務 

① 予約・表示システムの管理を行う。 
管理範囲 

 ・予約サ－バ            １式 
 ・表示サーバ            １式 
 ・斎場操作端末           １台 
 ・各庁舎端末            ３台 
 ・プリンター（斎場１、各庁舎３）  ４台 
 ・総合案内表示器（４０インチ）   １台 
 ・炉前液晶表示器（１５インチ）   ４台 
 ・待合室前液晶表示器（１５インチ） ３台 
 ・スキャナ             １台 

② 予約システムにより火葬業務を行う。 
③ 待合室使用業務を行う。 
④ 予約システムにより霊柩車運行業務を行う。 

 
５．その他 

① 本予約により、葬斎場の炉前ホールや待合室に「○○家」と表示されま

す。 
② 斎苑が停電した場合は、予約システムだけでなく火葬も不能となります。 
 
③ システムの更新により仕様が全部または一部変更になることがありま

す。 
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墓地維持管理業務仕様書 

１． 一般事項 
管理作業方針 

   指定管理者が管理する墓地維持管理業務は、この仕様書の定めに従い

実施するものとする。 
 
２． 維持管理内容 

① トイレ清掃 
ア．１週間に１回トイレの清掃を行うこと。 
イ．トイレットペーパー等の補充を行うこと。 
ウ．年に１，２回トイレの汲み取りを行うこと。 

汲み取り業者  有限会社 坂井清掃 
        代表取締役 海田 貴裕 

           坂井市三国町覚善１０－１－１ 
② ゴミ等回収  

墓地内のゴミを回収すること。 
ア．通常 

 １週間に１回ゴミ等を回収すること。 
イ．春秋彼岸、お盆 

 期間終了後、献花、供物等の回収を行うこと。 
③ 除草作業 

随時墓地内の除草を行う。 
④ 道路及び道路側溝清掃 

ア．１月に１回墓地内道路の清掃を行うこと。 
イ．年に３回道路側溝の清掃を行うこと。 

⑤ その他の付属設備の維持管理を行うこと。 
・トイレ    ２箇所     
・四阿     ２棟 
・バーゴラ   １基 
・給水栓（水汲み場） 
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別紙５－⑥ 
 

霊柩車管理・運行業務仕様書 

 
１．総則 
① 適用範囲 

指定管理者が管理する霊柩車管理・運行業務は、この仕様書の定めに従

い実施するものとする。 
② 法令等の遵守 

運行に当たっては、法令規則を遵守するとともに安全に走行し、危険な

状態を除去するよう努めるものとする。 
 

２．使用車両 
斎苑が所有する下記の２台（クラウンエステート）とする。 
・福井８００ あ ４１３（初年度登録年月平成１６年９月・車検の有効

期間令和６年９月２６日） 
・福井８００ あ ５０８（初年度登録年月平成１７年９月・車検の有効

期間令和５年９月２４日） 
 
３．運行範囲 
  霊柩車の運行範囲は、あわら市及び坂井市三国町とする。 
 
４．人員の配置 
 ① 運行管理者を置くこと。 
 ② 運転者を選任すること。 
 
５．車両の管理に関する業務 
① 法定点検を計画的に受検すること。ただし、法定点検に掛かる費用は指定 

管理者が負担すること。 
 ・３ヶ月点検 
 ・２４ヶ月点検 
② タイヤ等の消耗品を定期的に取替ること。 
③ 随時霊柩車の清掃を行い美化に努めること。 
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６．運行に関する業務 
 ① 運行前に点呼を行う。 
 ② 乗車前に車両の始業点検を行う。 
 ③ 葬儀会場より斎苑まで柩の輸送を行う。 
 ④ 走行距離、燃料等のチェックを行う。 
 ⑤ 点検簿、報告書等の作成を行う。 
 ⑥ 運行終了後に点呼を行う。 

 
７．その他 
（ア）貨物自動車運送事業報告規則第２条に基づく下記書類に関する書類を 

作成すること。 
① 事業報告書 
② 事業実績報告書 

（イ）下記帳票類を備え付けること。 
・運行管理関係 
① 運行管理規程 
② 点呼簿 
③ 乗務記録（運転日報） 
④ 運行指示書 
⑤ 運転者教育実施記録簿 
⑥ 運転者名簿（運転者台帳） 
・整備管理関係 
① 車両台帳 
② 日常点検表 
③ 点検整備記録簿 
④ 定期点検整備計画 
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別紙５－⑦ 
 

             樹木管理業務仕様書 

 
１．一般事項 
 （１）管理作業方針 

ア．管理作業は年間を通じて行われる管理業務であるため、指定管理者は、 
年ごとの気象条件や利用状況等に対して臨機応変に対応すること。 

イ．指定管理者は、年間の管理作業計画を作成し、作業時期、作業内容や 
方法を定めて作業を実施すること。 

   ウ．樹木管理は、斎苑樹木及び墓地内植栽の管理を行うこと。 
   エ．墓地については、お彼岸、お盆の前には、特に美化に努めること。 
 （２）作業計画書及び管理作業開始日について 
   ア．年間の管理方法、使用器材、作業日程等を記載した作業計画書を着

手前に作成し、作業に入ること。 
   イ．諸作業の開始日は、利用者等の日程も考慮する必要があることから、 
    年間のスケジュールを把握した上で、作業計画書を作成すること。 
 （３）使用材料について 
   ア．使用材料の品質は、標準品と同等品以上とする。 
   イ．農薬は、使用時期や状況等に応じて薬品を変えること。 
 （４）立会い検査について 
   立会い検査は、指定管理者が実施すること。 
 （５）作業報告書について 
   管理業務終了後に、速やかに業務処理報告書を作成すること。 
 
２．芝管理 
   ア．芝刈りは定期的に実施すること。 
   イ．芝に施肥すること。 
   ウ．除草剤を散布すること。 
   エ．芝に目土を施すこと。 
 
３．除草作業 
   除草は、人力（一部機械）除草を実施すること。 
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４．樹木管理 
 （１）病害虫防除 
   ア．使用薬剤は、散布時期の病害虫発生状況に応じて薬剤を選定するこ

と。 
   イ．使用薬剤の選定に当たっては、専門の防除業者又は、使用経験が豊

富な者の助言によるものとする。 
   ウ．薬剤散布後、病害虫の発生が止まらない場合は、再度薬剤を散布す

ること。 
 （２）樹木剪定 
   ア．樹木の剪定は、低木、中木、高木及び樹木の種類によって標準的な

剪定を行うこと。 
   イ．樹木の剪定くずは、指定管理者の責任において適正に処理すること。 
 （３）樹木施肥 
   中木及び低木に施肥を行うこと。 
 
 
 
 


