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 児玉郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１
８年条例第３号）及び児玉郡市広域市町村圏組合立斎場の設置及び管理に関する条例（平成
１８年条例第８号）に基づき、管理運営業務を行う第５期指定管理者をこの要項の定めると

ころにより募集します。 
 
１ 対象施設の概要 
（１） 名 称      児玉郡市広域市町村圏組合立斎場 
（２） 所在地      埼玉県児玉郡美里町大字木部５３７番地４ 
（３） 設置時期     昭和５７年１２月 

（４） 施設概要     詳細は別紙仕様書を参照 
 
２ 施設の管理基準 
（１） 休  日  火葬等 １月１日、１月２日及び友引の日 

 通 夜 １月１日、１月２日、１２月３１日及び友引の日の前日 
（２） 使用時間  火葬等 午前９時から午後４時３０分まで 
          通 夜 午後５時から午後８時３０分まで 
 
３ 指定管理者が行う業務の範囲 

  業務の範囲は、次のとおりとします。詳細は、別紙仕様書を参照してください。 
  なお、業務は、指定管理者が自ら行うことを原則としますが、部分的な業務については 
組合の承認を受けて第三者に委託できるものとします。 

（１） 斎場の施設等の使用許可に関する業務 
（２） 火葬に関する業務 
（３） 斎場の使用に係る料金の収受に関する業務 

（４） 斎場の施設等の維持管理に関する業務（売店業務は除く。） 
（５） 上記に掲げるもののほか、斎場の管理運営上、管理者が特に必要と認める業務 
                             

４ 指定期間 
  指定期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間とします。 
   

５ 応募資格 
（１） 指定期間中、当該施設を安全かつ円滑に管理運営することができる茨城県、栃木県、 

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県内に事務所を置く法人又はその他の団

体であること。ただし、必ずしも法人格を必要としませんが、個人では応募できませ
ん。 

    ① 火葬業務に３年以上携わった者を有すること。 

 
（２） 法人又は団体の代表者等が次の者に該当していないこと。 
    ① 法律行為を行う能力を有しない者 

② 破産者で復権を得ない者 
③  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）等の規定に基づき更生又は再生の手続きを行っている者 

④  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 
７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴
力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から
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５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制下にある法人
又は団体 

    ⑤ その代表者等（法人にあってはその役員(非常勤を含む)及び経営に事実上参加

している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加してい
る者をいう。）が暴力団の構成員等である。 

⑥ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を

準用する場合を含む。）の規定により児玉郡市広域市町村圏組合における一般競
争入札等の参加を制限されている者 

⑦  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による 

指定の取消しを受けてから３年を経過しない者 
    ⑧ 国税及び地方税を滞納している者 
    ⑨ 児玉郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条 

     例（平成１８年条例第３号）第４条第１項第４号の規定に抵触することとなる者 
    ⑩ 本組合における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者 
     又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

 
（３） 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、代表者を定めて申請してくだ

さい。 

なお、当該グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を
行うことはできません。また、構成員のいずれかが上記のいずれかに該当した場合は、
指定を受けられません。 

 
６ 選定の基準 
（１） 施設の設置の目的をかんがみ、平等な利用を確保することができること。 

（２） 施設の効用を最大限に発揮することができること。 

（３） 施設の管理経費等の縮減が図れること。 
（４） 施設の管理を安定的に行える経営基盤を有していること。 

（５）  関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に施設の運営を行うことができること。 
（６） 指定管理者業務を通じて取得した個人情報の保護を徹底できること。 
 

７ 使用料の収入 
  条例で定める使用料は、組合の収入となります。 

児玉郡市広域市町村圏組合立斎場の設置及び管理に関する条例（平成１８年児玉郡市広

域市町村圏組合条例第８号）第９条に規定する使用料は、地方自治法施行令第１５８条第
１項に基づき指定管理者が徴収、集計、納入を行ってください。 
当該使用料は、公金として厳正に取り扱い、原則、徴収した日の翌日（金融機関の休業

日を除く。）までに組合の指定口座に納入してください。 
 
８ 管理経費等 

（１） 管理経費の実績等 
斎場の管理にかかる全ての費用は、指定管理料をもって充てるものとします。 
令和３年度の業務委託契約実績及び管理運営経費の詳細については、別表１及び別表

２のとおりです。 
なお、燃料費については、火葬にかかる燃料費を組合にて支出することから、車両等

にかかる経費です。 
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また、管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働
基準法を遵守し、管理運営を効率的に行うための適正な人数の職員を配置するとともに
火葬業務に３年以上携わった者を配置すること。 

過去５年間の火葬実績は下記のとおりです。 
                                   （単位：体） 

 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 

火葬実績 １，９０９ １，９４５ １，９８０ １，９７６ ２，０６２ 
   ※ 火葬実績は、手術し体を除く体数です。 

 
（２）指定管理料 

各年度の指定管理料の上限額は、下表のとおりとする。この額を超える提案について
は、受理できませんので注意してください。 
 

各年度別指定管理料上限額表 
年度別 上限額（消費税含む） 

令和５年度 ５１，５７３千円 
令和６年度 ５１，５７３千円 
令和７年度 ５１，５７３千円 
令和８年度 ５１，５７３千円 
令和９年度 ５１，５７３千円 

    

指定管理料は、申請書に添付した収支計算書の金額がそのまま採用されるのではなく、

会計年度毎に組合と指定管理者の協議により決定し、年度協定を締結します。なお、原
則として、指定管理料は精算しません。 
 

９ 募集要項の配布等の日程 

 場  所 期  間 

募集要項等の

配布 

埼玉県本庄市東五十子 

１５１番地１ 

児玉郡市広域市町村圏組合

施設課 

０４９５－２７－２２４１ 

令和４年８月８日（月）から８月２２日（月）ま

で 

午前９時から午後４時３０分まで 

（正午から午後１時まで及び土日祝日を除く） 

現地説明会 

埼玉県児玉郡美里町大字 

木部５３７番地４ 

児玉郡市広域市町村圏組合

立斎場 

令和４年９月２日（金）午前１０時開始 
※令和４年８月２６日（金）までに別紙６により

施設課まで申し込んでください。なお、参加人員

は１団体２名以内とします。 
※申請を予定している法人又はその他の団体は、

必ず出席してください。 
※説明会では、募集要項等の配布は行いませんの

で、募集要項、業務仕様書等をご持参ください。 

募集要項等に

関する質問 

児玉郡市広域市町村圏組合

施設課 

メールアドレス 

shisetsu@kodamakouiki.jp 

令和４年９月５日（月）午前９時から９月７日

（水）午後４時３０分までに次のとおり電子メー

ルで提出してください。 

①Ａ４用紙に横書き、書式は自由とする。 

②質問内容は簡潔明瞭に記載すること。 

mailto:shisetsu@kodamakouiki.jp
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募集要項等に

関する回答 

 令和４年９月１４日（水） 

回答は、現地説明会参加者全員に電子メールで通

知します。 
 
※なお、上記の配布期間中、組合ホームページから募集要項、業務仕様書及び申請書

等の提出書類がダウンロードできます。 
   ホームページ http://www.kodamakouiki.jp  

 
１０ 申請の受付 
 （１）受付期間 
     令和４年９月１５日（木）から令和４年９月２８日（水）まで 

     申請の受付は、午前９時から午後４時３０分まで（正午から午後１時まで及び土
日祝日は除きます。） 

  

（２）提出先 
埼玉県本庄市東五十子１５１番地１ 
児玉郡市広域市町村圏組合 施設課 

ＴＥＬ ０４９５－２７－２２４１ 
  

※  申請は、持参に限ります。申請書等の書類の確認を行いますので、提出に際しては、

事前に電話連絡のうえ、ご持参ください。 
  
（３）提出書類 

応募する際には、児玉郡市広域市町村圏組合公の施設の管理に関する指定申請書
（児玉郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
施行規則様式第１号（第３条関係））に次に掲げる書類を添えて申請してください。 

 

書 類 名 称 様 式 等 備 考 

①指定管理者指定申請書 

 
 

・児玉郡市広域市町村圏組合公の施設

の管理に関する指定申請書 

様式第１号  

・事業計画書 
・管理に係る収支計算書 

別紙３－１～１１ 
別紙４－１～２ 
 
（指定期間５年間の
年度ごとに記載） 

別表３の選定基準

に基づく事業計画

の事業計画項目ご

とに記載 

②団体等に関する書類 
 ・法人の概要書又はグループ構成員

表 
別紙１－１、１－２  

・指定管理者指定グループ申請委任
状 

別紙１－３ グループを構成し
て申請する場合 

・応募資格に関する確認書 別紙２－１  

・免許取得状況 別紙２－２  

・火葬業務に３年以上携わった者の証
明書 

自由様式  

http://www.kodamakouiki.jp
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・法人等が行っている主要な事業の概
要及び実績 

自由様式  

・暴力団員等の排除に係る調査承諾

書 
・役員等名簿 

別紙５－１ 
 
別紙５－２ 

 

・法人又は団体の役員若しくはこれ

に準ずる者の住民票の写 
  

・法人等の定款若しくは寄付行為の写
し及び登記事項証明書又はその他こ

れらに類する書類 

 〈その他の団体〉 

規約、会則等 

③団体等の経営状況を示す書類 
 
 
 

・法人等の貸借対照表及び損益計算書
又はこれらに類する書類 

提出日現在の属する
事業年度の直近３年
間 

〈その他の団体〉 
団体の収支決算書 

・財産目録、事業報告 
 

提出日現在の属する
事業年度の直近３年

間 

 

・印鑑証明書  〈その他の団体〉 
構成団体のすべて

の印鑑証明 
④納税証明書（税金を滞納していない書類） 
 
 

・法人税、消費税及び地方消費税につ

いて未納がないことの証明書 
・都道府県税（法人事業税、法人都道

府県民税）に係る証明書 
・市町村税に係る納税証明書 

提出日現在の属する

事業年度の直近３年
間 
 
納税義務がない場合
はその旨の申立書 

〈その他の団体〉 
構成団体のすべて
の納税証明書等 

 

 
１１ 提出部数 

    ３部（正本１部（バラ綴りとする。）・副本２部（副本については、コピー可））と

し、提出書類は、Ａ４サイズとします。 
    なお、提出書類のうち組合が指定する様式については、別に電子データを提出いた

だく場合があります。 
 

１２ 選定等と審査結果通知 
（１） 資格審査 

     次に該当する場合は、失格とします。   

   ① 応募資格要件を欠くもの 
   ② 提出書類に虚偽の記載があったもの  
   ③ 提出期限までに必要な書類が整わなかったとき 

   ④ その他選定に係る不正行為のあったもの 
 
（２） 選定委員会による審査 
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書類審査及びプレゼンテーション（令和４年１１月頃）を実施します。 
なお、選定委員会の審査の結果、該当者なしとする場合もあります。 

 

（３） 選定結果の通知 
     令和４年１２月下旬頃までに応募者全員に文書で通知します。 
 

１３ 組合と指定管理者のリスク管理・責任分担 

項  目 内         容 組合 指定管理者 

法令等の変更 法令等の変更により指定管理者が行う管理運営業

務に影響を及ぼすもの 
○ ○ 

施設の維持管

理 
指定管理者以外の要因による運営費の膨張 ○ ○ 

機器等の損傷（火葬炉を除く。） ○ ○ 

小規模修繕（消費税及び地方消費税を含まず10万
円未満の修繕） 

 ○ 

管理上の瑕疵による事故  ○ 

施設の安全衛生管理  ○ 

損害賠償 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵による
事故 

○ ○ 

指定管理者の責による施設管理又は運営上の瑕疵
による事故 

 
○ 

保険 建物災害共済保険（火災保険） ○  

※ 両方に○印が付されているのは、事例ごとに協議するものとする。 
 

１４ 指定管理者の選定結果通知後の手続等 

（１） 組合議会の議決 
     指定管理者の指定に係る議案を組合議会に提出し、組合議会の議決を受けます。 
（２） 指定管理者との協議 

     組合議会で議決後、指定を受けた者と協定を締結します。 
（３） 指定管理業務の準備 

指定管理者の指定から指定期間までの間、業務の習得等の事前研修、必要書類の 

     作成及び各種印刷物の作成等、指定管理業務を行うための準備を充分に行うものと
   し、その費用はすべて指定管理者として指定された法人又は団体の負担とします。 

 

１５ その他 
（１） 提出された書類は、お返ししません。 

また、組合内及び選定委員会での検討の際、必要に応じて複写します。 

（２） 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 
 
１６ 問い合わせ先 

   本庄市東五十子１５１番地１ 
  児玉郡市広域市町村圏組合 施設課 

   ＴＥＬ ０４９５－２７－２２４１ 

   ＦＡＸ ０４９５－２７－２２４２ 
  E-mail shisetsu@kodamakouiki.jp  

mailto:shisetsu@kodamakouiki.jp
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別表１ 
 

令和３年度業務委託契約実績（指定管理者の契約） 
                            （単位：円） 

委   託   名 金      額 
電気保安業務委託 ２１６，０００ 
清掃業務委託 １，９４７，６６０ 
警備保安業務委託 ２６９，１７０ 
消防設備保守委託 １３，２００ 
構内樹木剪定委託 １，２４９，６３５ 
サーバー保守業務委託 １３０，４６０ 
火葬炉残灰処理業務 ４０，０００ 
環境整備清掃運搬委託料 １２，７３８ 
冷暖房保守点検業務委託 ７７，０００ 
エレベーター保守点検業務委託 ４４２，２００ 

計 ４，３９８，０６３ 
   ※火葬炉設備保守点検委託の契約・支払は組合で行います。 

   ※消防設備保守委託は、第４期指定期間までは、契約が組合、支払いが指定管理者
で行っていましたが、今回公募する第５期指定期間からは契約・支払とも指定管理
者が行ってください。 

 
 
 
 別表２ 
       令和３年度管理運営経費実績（指定管理者の決算額）         

                             (単位：円) 
項   目 決算額 

消耗品 １，３３７，５２０ 
衛生・清掃関係 ２２２，７０２ 
湯沸室関係 ４，２４３ 
事務関係 １８７，１２１ 
施設関係 １６６，８７４ 
火葬関係 ７５６，５８０ 

光熱水費 ２，２５２，７４０ 
電気料 ２，１４４，０８６ 
ガス料 ５３，７７１ 
水道料 ５４，８８３ 

燃料費（車両等に係るガソリン他） ３８，４８１ 
医薬材料費 ０ 
修繕料 １，０００ 
食糧費 ９５，７０８ 
通信費 １５３，７１０ 
  電話・ファクシミリ １４９，９３８ 
  切手等 ３，７７２ 
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手数料 ６，８１０ 
    地下タンク漏洩検査料 ０ 
  講習会費用 ６，８１０ 
保険料 ３０，１２０ 
使用料及び賃借料 ２，９７８，５５１ 
  ソフトリース料 ６１３，８００ 

監視カメラリース料 ４２，９００ 

   コピー機リース料 ３１２，４４８ 
  館内植木リース料 ２５０，８００ 

   玄関マットリース料 ２８３，１４０ 
車両リース料 ２７２，１６０ 

   農集落排水処理事業使用料 ４４，５６８ 
   トイレ芳香機使用料 １５３，１２０ 

パソコン等リース料 ９２５，５８４ 
   AEDリース料 ６６，０００ 

NHK放送受信料 １４，０３１ 
公課費 ０ 

計 ６，８９４，６４０ 
※人件費、委託料及び諸経費は除く。 
※令和３年度に実施した地下タンク漏洩検査料は令和４年度支払とした。 
※消耗品費にはエアコン、ＬＥＤ等の交換修繕も含んでいる。 

 
 
 
別表３ 

選定基準に基づく事業計画 
 

 事業計画項目 事業計画に記載すべき事項 
 １ 基本方針について 施設の設置目的を踏まえた運営方針 
 ２ 住民の平等な利用の確保につ

いて 
施設運営における利用者の平等な利用を確保するた

めの考え方 
 ３ 管理運営業務における改善活

動について 
利用者のサービスの向上など効果的かつ適正な施設

運営への具体的な取り組み 
ア 利用者へのサービス向上ための方策 
イ 利用者ニーズを把握し、反映するための方策 

 ４ 施設運営への具体的な取り組

みについて 
① 利用者の苦情処理や要望、意見に対する対応の仕

方 
② 業務の一部の第三者委託への範囲、理由、委託先

に対する考え 
 ５ 施設運営の組織、人員配置につ

いて 
① 管理運営にかかる組織体制についての考え方 
② 人員の配置計画、勤務体制についての考え方 
③ 総括責任者、有資格者等の配置計画による指揮系

統、責任権限について 
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④ 従事者の研修計画及び業務指導等に関する方針、

計画     
 ６ 施設運営における適正な管理

や経理について 
① 事務、会計処理の基準、手続きについて 
② 施設、設備、植栽等の維持管理についての考え方 
③ データの電子化と保護についての考え方 

 ７ 
 

安全管理、緊急時の対応につい

て 
① 防災、防犯対策及び発生時の対処について 
② 苦情防止対策と発生時の対処について 
③ 現金等の不正防止対策について 

 ８ 環境、障害者等への考え方 ① 施設運営における省エネ対策 
② 周辺環境、地域住民等への社会性の配慮 
③ 運営管理における障害者、子供、高齢者に対する

配慮、工夫 
 ９ 類似施設、関連する業務の実績

について 
類似施設等の名称、所在地、期間、業務内容等 

１０ 法令遵守による適正な運営の

実行 
法令遵守についての認識、実行 

１１ 個人情報の保護等について 個人情報の取り扱い及び情報公開に関する考え方 
 


