
福岡市葬祭場残⾻灰処理業務委託の新規⼊札参加者募集要項 

福岡市葬祭場残⾻灰処理業務委託について新規に⼊札参加を希望される⽅は、募集要項に基づき申請を⾏って

ください。 

 

 

1.委託内容 
1.履⾏場所 

福岡市南区桧原 6 丁⽬ 1 番 1 号 

2.履⾏期間 

契約締結の翌⽇から当該年度末まで 

3.業務概要 

福岡市葬祭場において⽕葬収⾻の残⾻灰について、福岡市が定める「残⾻灰の処理基準」及び関係法令を

遵守し適正に処理、処分、埋却を⾏う。 

4.業務内容 

(1)葬祭場で保管する残⾻灰を搬出し、中間処理施設において埋却⽤残⾻、台⾞保護材等を含む残灰及びそ

の他の爽雑物等に選別する。 

(2)選別された埋却⽤残⾻については、遺族の⼼情に⼗分配慮された埋却地へ埋却する。 

(3)中間処理施設で選別された、その他の爽雑物については、関係法令を遵守し適正に処理する。 

(4)中間処理施設で選別された残灰については、葬祭場が当該年度の残⾻灰処理業務委託受託者へ売却する。

(別途、売買契約を締結する) 

(5)残⾻灰の重量⾒込み  32 トン(平成 26 年度⾒込量) 

(6)残灰の発⽣率⾒込  80％ 

(7)年間搬出回数⾒込  8 回程度 

5.当該業務委託の⼊札時期 

毎年度の 5 ⽉頃までに⼊札を実施する予定です。 

 

 
2.募集⼿続き 

1.募集要項等の配布 

公益財団法⼈ふくおか環境財団のホームページに記載します。※残⾻灰処理委託の⼊札に参加する者に必

要な資格を参照 

2.募集期間 

翌年度の⼊札に新規参加の希望者は、毎年 11 ⽉ 30 ⽇までに新規参加申請書を提出してください。なお、

郵送の場合は、締切当⽇の消印があるものまで有効とします。 



3.質問の受付及び回答 

募集要項等の内容に関する質問の受付は、書⾯により受け付けます。郵送、及び FAX で提出してください。

回答は、郵送⼜は FAX で⾏います。 

4.参加者の審査の結果通知 

新規の⼊札参加希望者については、審査を⾏い、結果を 3 ⽉末までに通知する予定です。 

 

3.新規⼊札参加資格審査申請書類 
1.福岡市葬祭場残⾻灰処理業務委託の新規⼊札参加資格審査申請書(様式 1) 1 部 ※様式 1 を参照 

2.誓約書及び役員等名簿(様式 2、2-1) 1 部 ※様式 2、2-1 を参照 

3.会社概要書 1 部(会社組織、⼈員、本社・⽀社等の所在地、事業概要(※パンフレットも可)、事業実績等、

貸借対照表、損益計算書の写し) 

4.会社登記簿謄本 1 部 

5.市町村税を滞納していないことの証明書 1 部 

6.消費税及び地⽅消費税納税証明書 1 部 

7.福岡市残⾻灰処理基準に適合する説明資料 2 部 

8.提出⽅法 

(1)新規⼊札参加資格審査申請書類綴を表紙に A4 ファイルに製本すること。 

(2)資料は、A4 サイズとするが、図⾯等は A3 サイズの折込も可とする。 

(3)提出部数 

・1〜6 を 1 冊とし 1 部 ※新規⼊札参加資格審査申請書類綴を参照 

・7 を 1 冊とし 2 部 ※福岡市残⾻灰処理基準に適合する説明資料を参照 

(4)7 の資料は、福岡市残⾻灰処理基準に適合する説明資料の順に製本すること。また、上部に資料名

称を記⼊すること。 

(例) 2 分別等の処理基準 (2)保管基準 1)-1 など 

9.その他 

(1)提出された資料に⽋落や虚偽がある場合は、失格となります。 

(2)施設や埋却場については、現地調査を⾏うことがあります。 

(3)提出された資料に不⾜があると思われる場合は、修正を求めることがあります。 

(4)提出された資料は、返却しません。 

 

4.提出先、お問い合せ 
公益財団法⼈ふくおか環境財団  葬祭場 管理課 

〒811-1355 福岡市南区桧原 6 丁⽬ 1 番 1 号 

電話：092-566-2551 ／ FAX：092-566-2552 



(11) その他対象案件の履行上理事長が必要と認める資格。

(２) 本公告日から入札執行日までの間に、福岡市から福岡市競争入札参加停止等措
置要領に基づく競争入札停止等の措置を受けている期間がないこと。

(８) 消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(３) 公益財団法人ふくおか環境財団から公益財団法人ふくおか環境財団競争入札参
加停止等措置要領（福岡市家庭系指定袋用）に基づく競争入札参加停止等の措置
を受けている期間中のものでないこと。

(４) 国内の事業者であること。

(５) 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（以下「能力のない者」
という。）及び破産者で復権を得ない者でないこと。

(６)

能力のない者とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し同
意権付与の審判を受けた人及び未成年者で営業の許可を受けていない者をいう。

地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ
る者でその事実があった後２年を経過しないもの又はその者を代理人、支配人そ
の他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。

(７)

(９) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定がなされ、競争
入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）等、経営状態が著しく不健全である
と認められないこと。

(10) 暴力団員による不当な行為の防止法に関する法律（平成３年法律第７７号）
（第３２条の２第７項を除く）を遵守し、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係
を有するものでないこと。

市町村税を滞納していないこと。

残骨灰処理委託の入札に参加する者に必要な資格

公益財団法人ふくおか環境財団
（福岡市葬祭場指定管理者）

次の各号に掲げる資格（以下「入札参加資格」という。）を有する者でなければ入札に
参加することができない。

(１) 福岡市が定める「残骨灰の処理方針」及び、「残骨灰の処理基準」に適合した
残骨灰の処理業務が行えること。



（様式１）

平成 年 月 日

（あて先）公益財団法人ふくおか環境財団理事長

印

福岡市葬祭場残骨灰処理業務委託について、新規に入札参加を希望したいので募集

要項に基づき申請します。

福岡市葬祭場 残骨灰処理業務委託の新規入札参加資格審査申請書

所 在 地

名 称

代 表 者 氏 名



（様式２）

誓 約 書

平成 年 月 日

（あて先）

公益財団法人 ふくおか環境財団

理事長

所 在 地

（フリガナ）

商号又は名称

（フリガナ）

代表者役職名・氏名 印（実印）

貴財団の新規入札参加資格申請にあたり、当社（私）は下記事項について誓約します。

なお、この誓約に違背した場合は、貴財団から入札参加資格の取消、契約解除等のいかなる措置を受け、

かつ、その事実を公表されても異存ありません。

記

1 当社（私）及び当社の役員並びに使用人は、暴力団等の関係者ではありません。

2 暴力団員による不当な行為の防止法に関する法律（平成３年法律第７７号）（第３２条の２第７項を除く）

を遵守します。また、暴力団や暴力団と関係がある企業との私的交際等いかなる名目であっても関係を持た

ず、暴力団等の不当介入に対しては、貴財団や警察等の関係機関と協力の上、その排除に努めます。

3 役員等が暴力団関係者に該当しないか確認のため、役員等の「氏名、フリガナ、生年月日、性別（以下「氏

名等」という。）」を記載した名簿を提出します。また、提出した氏名等に変更が生じた場合は、速やかに変

更後の氏名等を提出します。なお、提出した名簿の氏名等については、福岡県警察本部に照会することを承

諾します。



（様式２－１）

役 員 等 名 簿

役 職 氏 名 フリガナ

生年月日 性別

備考元号
大正：T
昭和：S
平成：H

年 月 日
男性：M

女性：F





平成２７年 ４月

１ 基本方針

(１) 処理フロー

(２)

(３)

(４)

(５)

これらに配慮し、支障のないよう埋却する旨の書面を
提出すること。

分別した残骨は、宗教的感情に配慮し公衆衛生その他公共の福祉の見地
から支障のないよう埋却すること。

残骨を埋却する場所（以下、「埋却場」という。）は、受託した残骨の
量に応じた容量を受託者の責任のもとに確保すること。

残骨灰処理委託へ新規参入を希望する者の審査を行う際の提出を求める資料

関係法令を遵守する旨の書面を提出すること。

残骨灰は、残骨と金属片、ガラス片、陶磁器片その他の夾雑物並びに有
価物を含む残灰に分別を行い、それぞれ適正な処理を行うこと。

分別処理及び排出物の処分は、関係法令を遵守すること。

分別処理及び排出物の処分の関係法令の遵守について

分別した残骨の埋却について

残骨の埋却可能量について

有価物を含む残灰の資源の再利用の再利用について

有価物を含む残灰については、極力売却処分を行い、資源の再利用を図
ること。

基準に適合する説明資料福岡市 残骨灰の処理基準

処理フローを提出すること。

①埋却可能量を明示すること。

②埋却場の写真を提出すること。

福岡市葬祭場の方針のため提出資料は不要。

公益財団法人ふくおか環境財団
（福岡市葬祭場指定管理者）
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２ 分別等の処理基準

(１)

２)

(２) 分別処理に関する基準

ｱ)

ｱ) 排水は、排除基準を遵守のうえ公共下水道へ排除すること。

(３)

(４)

夾雑物等の処分に関する基準

分別した金属片、ガラス片、陶磁器片その他の夾雑物については、
廃棄物処理法に適合した処分を行うこと。

有価物を含む残灰の処分に関する基準

１)

ｲ)

１)

ｲ)

２)

ｲ)

保管場所から残骨灰が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又
は悪臭が飛散しないよう次に掲げる措置を講じること。

２)

１)

有価物収集は、その量を記録し保管の際には廃棄物と区分するこ
と。

水洗式破砕施設、水洗式分別施設、沈澱施設等、湿式で行う処理施
設にあっては次に掲げる措置を講じること。

水処理にともなって発生する汚泥等の廃棄物は、廃棄物処理法に
適合する処分を行うこと。

福岡市 残骨灰の処理基準

分別処理施設は、フード及び集じん機が設置されているか、又は
防じんカバーで覆われていること。

残骨灰は、床が不浸透材料である建築物内の専用区域に保管する
こと。

ｱ)

保管基準

残骨灰は、大気中に飛散しないよう梱包する等必要な措置を講
じ、整理整頓に努めること。

保管場所に応じた適正量とし、過剰な量を保管しないこと。

破砕機、摩砕機、ふるい、ベルトコンベア、バケットコンベア等、
乾式で行う施設にあっては次に掲げる措置を講じること。

分別処理施設は、建築物内に設置すること。

残骨の保管場所、保管状況の写真を提出すること。

基準に適合する説明資料

①残骨の保管場所の図面を提出すること。

②残骨の飛散防止措置を明示すること。

保管方法を明示すること。

残骨の保管容量を明示すること。

処理フローを提出すること。
各処理装置の写真を提出すること。

排水許可証等の写しを提出すること。
汚泥等の処理方法を明示すること。

夾雑物の種類ごとの処理方法を明示すること。

①有価物の保管場所の図面を提出すること。

②有価物の保管場所の写真を提出すること。

有価物を含む残灰については、極力売却処分を行い、資源の再利用
を図ること。

入札要件になるため、提出書類は不要。１)
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３ 残骨の取扱い等の基準

(１)

(２)

埋却場は杭その他の設備により他と区分し、みだりに人が立ち入る
ことがないようその範囲を明らかにしておくこと。

埋却場所は定期的に点検し、擁壁等が損傷する恐れがあると認めら
れるときは、速やかにこれを防止するための措置を講ずること。

埋却場の周囲には、地表水が開口部から埋却場へ流入することを防
止するための開渠その他の設備を設けること。

埋却場の設置場所は、国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、
河川、海、公園、学校、病院その他公共施設又は人家からの距離が
１００メートル以上であること。

６)

８)

擁壁等の安定保持のため、必要ある場合は埋却地内の雨水等を排出
することができる設備を設けること。

但し、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生じるおそれ
がないと認めるときは、この限りではない。

地盤の滑りを防止する必要がある場合は、地滑り防止工が設けられ
ていること。

取扱い基準

残骨は、「墓地埋葬等に関する法律」の趣旨に従って取扱い、防災に
努め、かつ周囲の環境を汚染しないよう埋却すること。
また、残骨は動物の骨など他のものと混合して埋却するなど、宗教的

感情を損なう取扱いをしないこと。

埋却場の設置要件及び管理基準

３)

５)

４)

７)

２)

残骨の流出や災害を防止するため、自重、土圧、水圧、及び地震に
対し構造耐力上安全な擁壁等を設けること。また、擁壁等には残
骨、地表水、地下水、土壌等の性状に応じた腐食防止のための措置
を講じること。

残骨の流出や災害の防止方法、擁壁等の腐食防止対策
の図面や説明書を提出すること。

地滑り防止工の図面を提出すること。必要がない場合
はそれを説明できる資料を提出すること。

雨水の排出方法（自然流下、ポンプ排出等）の図面を
提出すること。

埋却場へ地表水が流入するのを防止する構造図、設備
図を提出すること。

図面、写真を提出すること。

管理体制、点検記録を提出すること。

取扱い基準に適合していることを証明できる図面、写
真を提出すること。
埋却場の設置場所の住所、名称を明示すること。
埋却場の位置、搬入ルートがを明示した地図を提出す
ること。

福岡市葬祭場の方針のため提出資料は不要。

福岡市 残骨灰の処理基準 基準に適合する説明資料

取扱い基準に適合していることを証明できる図面、写
真を提出すること。

１)

残骨の最終埋却場であることがわかる立札その他の設備を設けるこ
と。

図面、写真を提出すること。
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４ 碑石形像類の設置等

(１)

(２)

図面、計算書等を提出すること。

・搬入量、処理量、埋却量を記載した書類

・廃棄物処理に係る書類（委託契約書、マニフェスト等）

・有価物量、有価物売却先等を記載した書類

基準に適合する説明資料

追記
埋却場所は、遺族のお参りを考慮し、福岡県内及び福岡県に隣接す
る県内に有すること。

コンクリートなどの不浸透性材質によって残骨と土壌
を遮断して埋却する場合は、構造図、写真を提出する
こと。

碑石形像類の設置

埋却場又はその近接地に碑石形像類を設けること。なお、当該碑石形像
類に近接する場所に動物の慰霊碑等を設けないこと。

書類の備付等

・処理処分に係る施設設備の配置図、系統図の図面、構造物の安定計算
書等

残骨の埋却は土砂と交互に行い、埋却が終了した箇所は５０ｃｍ以
上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。

コンクリートなどの不浸透性材質によって残骨と土壌を遮断して埋
却する場合は、前各号の基準を緩和し、又は適用しないことができ
る。

埋却場所の住所及び位置図を明示すること。

次に掲げる帳簿書類を備付け、委託者の求めに応じて閲覧できる措置を
講じること。

・その他自主管理を行った書類（水質検査結果、汚泥性状検査結果、騒
音測定検査結果等）

受託した場合には、これらの書類が提出できる旨を記
載した書類を提出すること。

埋却方法、埋却終了後の最終状況の計画書を提出する
こと。

碑石形像類の写真を提出すること。これから設置する
場合は、計画図を提出すること。

福岡市 残骨灰の処理基準

福岡市 残骨灰の処理基準 基準に適合する説明資料

９)

10)
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