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苫小牧市高丘霊葬場太陽光発電設備等導入事業 

質問・回答（令和４年２月２４日№23 以降更新） 

※順不同、既にいただいている他の質問についても、追って回答を掲載いたします。

№ 質問要旨 回答 

１ 提案限度額の考え方

について 

提案限度額は、設置した太陽光発電設備から電力の供

給を受け、市が支払いを行う 20 年間分の電気使用料

等の総額（税抜き）であり、設備導入費用、維持管理

費用及び当該設備により発電された電力料金を含む金

額です。 

２ 太陽光発電設備の設

置が可能な場所につ

いて 

駐車場などの場所も含みます。ただし、現在の駐車場

が有する機能を確保することが条件となります。 

３ 駐車場にカーポート

方式の架台を設置す

る場合の屋根、壁に関

する指定事項につい

て 

関係法令等に適合すること及び当該施設の特性に配慮

した景観となることを条件にカーポート方式の架台設

置について提案を行うことは可能です。また、駐車場

としての機能を確保し、かつ上記条件を満たす場合、

パネルの設置場所、方法は問いません。 

４ 発電設備の維持に関

わる事由以外での工

事が発生した場合で

も、事業者の負担が発

生する可能性につい

て 

当該施設の改修、修繕等の事由により、太陽光発電設

備等の一時的な移設、取り外し等が必要となるケース

を想定しています。その場合、発電を停止する期間は

設備の運転期間に含みません（発電停止期間分、事業

終了期限を延長します）が、発電停止期間中にも発生

する人件費、保守点検に係る費用等については、事業

者の負担となることから、この様な考え方をお示しし

ています。 

５ 事業者の過失に起因

するもの以外で、市の

指示による中止・延期

で、事業者が費用負担

しなければならない

状況について 

設置された設備に事業者が事前に認識、覚知できない

構造上の欠陥、瑕疵等が確認された場合などを想定し

ています。（例：設置済みの太陽光パネルの構造的な欠

陥、瑕疵等が国又はパネル製造メーカー等により公表

され、市が中止・延期を指示した場合等を想定） 

６ 天災・暴動等による事

業の変更・中止・延期

に係るリスクと責任

分担について（想定さ

れるケースと負担に

ついて） 

天災（地震、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、土

石流、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等を想定。

ただし、設計基準等が事前に定められたものについて

は当該基準を超える場合）、暴動、戦争、航空機の落下

及び衝突、放火、第三者の悪意及び過失、公権力によ

る占拠、解体、撤去、差し押さえ等の不可抗力による
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事業の変更・中止・延期を想定していますが、上記不

可抗力に起因する事業の変更・中止・延期に係るリス

クと責任分担については、上記事象の発生時にその都

度、協議します。なお、事業者が加入する保険により

対応が可能な項目については、事業者の負担とします。

７ 天候不良による発電

量の減少に伴う最低

保証請求額の設定及

び電気料金について

（最低保証請求額の

設定はないため、発電

して使用した分だけ

の請求行うとの解釈

で間違いないか） 

お見込みのとおり。当該事業において、最低保証請求

額の設定はないため、使用した電力分について請求を

いただくことになります。 

天候不良等のリスク回避・低減については、冬季の雪

氷対策、遠隔監視の導入等によるパネルの適切な管理、

保険の活用等を検討いただき、それらのコストも加味

した提案をお願いします。 

８ 施設見学会について 令和４年３月３日（木）友引休場日１４時から高丘霊

葬場にて施設見学会を実施します。（参加自由、現地集

合、不参加でも応募は可能です） 

要事前申し込み、各社２名まで参加可能とします。（３

月２日までに質問送付用のＥメールアドレス宛に企業

名、参加者名、役職を記載の上、お送りください） 

※不織布マスク着用 

※入館時の検温で摂氏 37.5 度以上の方の入館はお断

りします。 

※E-mail アドレス 

kankyo-seikatu@city.tomakomai.hokkaido.jp 

９ 外観のみの見学につ

いて（いつでも可能

か） 

開場日の 15 時～16 時までの時間帯に限り、施設外部

からの見学は可能とします。 

ただし、会葬者等への配慮をお願いします。 

なお、施設管理者への質問、場内の見学は御遠慮願い

ます。（質問、場内の見学は３月３日の施設見学会にて

お願いします。） 

10 契約保証金免除規程

について 

次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長

は、契約保証金の全部又は一部を免除することができ

るとされています。（苫小牧市契約に関する規則 第５

条第１項抜粋） 

(1)契約人が保険会社との間に市を被保険者とする履

行保証保険契約を締結したとき。 
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(2)契約人から委託を受けた保険会社又は別表に掲げ

る金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3)契約人が過去３年間に国又は地方公共団体と種類

及び規模をほぼ同じくする契約を１回以上締結し、そ

れを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととな

るおそれがないと認められるとき。 

(4)省略 

(5)省略 

(7)前各号に掲げるもののほか、契約人が契約を履行し

ないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。 

別表(第５条関係) 

銀行 

農林中央金庫 

信用金庫 

労働金庫 

信用協同組合 

農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 10 条第１

項第２号の事業を行う農業協同組合 

水産業協同組合法(昭和 23 年法律第 242 号)第 11 条第

１項第２号の事業を行う漁業協同組合 

水産業協同組合法第 93 条第１項第２号の事業を行う

水産加工業協同組合 

信用金庫連合会 

労働金庫連合会 

中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第９

条の９第１項第１号の事業を行う協同組合連合会 

農業協同組合法第 10 条第１項第２号の事業を行う農

業協同組合連合会 

水産業協同組合法第 87 条第１項第２号の事業を行う

漁業協同組合連合会 

水産業協同組合法第 97 条第１項第２号の事業を行う

水産加工業協同組合連合会 

商工組合中央金庫 

11 契約保証金の算定方

法について 

契約保証金の算定方法については、次のとおりとなり

ます。 

当該契約金額を当該長期継続契約の期間の月数で除し
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た額に 12 を乗じて得た額(当該額が契約金額を超える

ときは、当該契約金額。以下「１年間当たりの契約金

額」という。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付

しなければならない。（苫小牧市契約に関する規則 第

５条第１項抜粋） 

例 

１年間当たりの契約金額＝(当該契約金額/当該長期継

続契約の期間の月数)×12 

20 年間＝240 か月 

契約金額 30,000 千円として 

１年間当たりの契約金額＝(30,000 千円/240 か月)×

12＝1,500 千円 

契約保証金＝１年間当たりの契約金額の 10/100 以上 

契約保証金＝150 千円以上 

12 当該施設の修復につ

いて、太陽光発電設備

設置前からの不具合

について、工事前に市

において修復いただ

けるか、また、工事前

の立ち合い確認は行

えるか 

当該施設への太陽光発電設備等の設置に際し、別途修

繕が必要となる従前からの不具合等について、市が修

繕を行うことは想定していないため、現状で設置可能

な場所、方法により提案を検討してください。 

従前からの不具合については、施設見学会における説

明及び資料の公開を予定しています。 

13 従前からの不具合か

所について（具体的な

場所は） 

施設見学会における説明及び資料の公開を予定してい

ます。 

14 太陽光発電設備の設

置場所について、あら

かじめ設置できない

場所は 

火葬棟屋上部分については、煙突周辺を中心に高温と

なること及び遮水シートの老朽化がみられますので、

当該か所への設備設置については避けてください。 

15 駐車場内歩行者用通

路をまたいでの太陽

光発電設備の設置は

可能か 

現在の歩行者用通路の機能を確保し、かつ、通行車両

の妨げとならないこと及び関係法令等に抵触しない場

合、設置は可能です。 

16 敷地内及び林地の樹 高丘霊葬場敷地内の樹木については、事前に市と協議
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木の伐採は可能か の上、伐採することが可能です。 

隣接地の樹木の伐採については、土地所有者又は管理

者と別途直接協議してください。 

17 苫小牧市に納税義務

がない場合の証明に

ついて 

当市に対する納税の義務がない場合、「苫小牧市税の納

税証明書」の添付は不要です。また、納税義務を有す

る都道府県、他市区町村の納税証明書も添付は不要で

す。 

18 事業者候補者として

特定後に国の補助金

が不採択となった場

合の契約内容変更の

可否について 

契約金額（契約単価及び 20 年間総額上限）二酸化炭素

削減量に係る提案、事業者候補者としての主たる特定

理由に係る部分については、契約内容の変更は認めら

れません。 

ただし、使用する太陽光パネルの仕様、性能、設置枚

数、設置箇所、設置方法、管理体制等で、事業者候補

者としての主たる特定理由に該当しない部分について

は、協議により変更を認める場合があります。 

19 市の都合により施設

が廃止された場合の

負担について 

現在のところ、当該施設について廃止の計画等はあり

ませんが、天災、暴動等の不可抗力に起因する施設の

廃止については、その都度、別途協議します。 

また、不可抗力による廃止については、市として廃止

を決定次第、速やかに通知することとします。 

20 市中電力料金単価と

本施設契約自家消費

料金単価との間の著

しい乖離について 

乖離については、概ね、市中電力料金単価が、当該施

設契約自家消費料金単価の 1/2 程度まで低下した場合

を想定しています。この場合も、別途協議を行った上

で、自家消費料金単価について調整を行う場合がある

こととしています。 

21 面積に算出方法につ

いて 

太陽光発電設備を設置する部分の面積のみを算定の対

象とします。ただし、間隔をあけて太陽光発電設備を

設置する場合は、その設備の間の隙間の面積を含むも

のとします。 

太陽光発電設備を設置していない駐車場の部分につい

ては算定の対象外となります。 

22 埋設図面について 電気については、本事業公募に係る web サイトにおい

て公開中の資料に掲載されております。 

ガスについては、埋設管等はありません。 

上下水道に係る埋設管の図面については、近日中に公

開予定です。 

23 凍結深度について（苫

小牧市の凍結深度は

お見込みのとおり。凍結深度は 60 ㎝～80 ㎝となって

いますが、内容については以下のとおりです。 



6 

60 ㎝から 80 ㎝となる

か） 

 基礎底部の地盤面からの根入れ深さが 60 ㎝以上か

つ、その下の凍上抑制層（砂利等）が更に 20 ㎝以上

（地盤面からの根入れ深さが 80 ㎝）となっています。

（出典 苫小牧市都市建設部建築指導課 web サイト）

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/ 

toshikensetsu/kakuninshinsei/kakuninshinseinado/

yokuaru.html 

24 太陽光発電設備を間

隔をあけて設置する

場合の隙間面積につ

いて 

太陽光発電設備を間隔をあけて設置する場合の「隙間

面積」については、アレイごとの離隔距離（クリアラ

ンス）により生じる「隙間」の面積を想定しています。

このことから、「200 ㎡以下毎に間隔をあければ構造計

算は不要・・・（後略）」の「間隔」とは異なるものと

考えています。 

25 カーポートタイプ太

陽光発電設備構造調

査について 

カーポートタイプ太陽光発電設備がアルミニウム合金

造の場合、令和３年６月 30 日付国住指第 1240 号「ア

ルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構

造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件等

の一部を改正する告示等について」のとおり、「延べ面

積 200 ㎡以下まで構造計算により安全性を確かめるこ

とを要しないものとした」とのことから、当市も同様

の対応（不要）となります。 

しかし、確認申請時に何基も構造物を構築する内容で

申請されるのであれば、その理由を求めることとしま

す。 

【参考】 

・平成 23 年３月 25 日付国住指第 4936 号「太陽光発

電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」 

・平成 23 年９月 30 日付国住指第 1949 号「建築基準

法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規

制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物

を定める件の施行について（技術的助言）」 

・令和３年６月 30 日付国住指第 1240 号「アルミニウ

ム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に

関する安全上必要な技術的基準を定める件等の一部を

改正する告示等について」 
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25 現在の力率について 85％とします。 

26 使用電力量について 令和元年度（４月～３月合計）251,801kWh 

令和２年度（４月～３月合計）249,042kWh 

※詳細は別表「高丘霊葬場 電力使用料等」を御覧く

ださい。（本事業公募 web サイトにて公表） 


