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１ 事業概要 

 
(1) 事業名 

盛岡市火葬場整備等事業 
 
(2) 対象となる公共施設 

火葬場 

 
(3) 施設の管理者の名称及び性格 

ア 管理者の名称 盛岡市長 谷藤 裕明 

 

イ 性格 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条に規定する公の施設 

 

(4) 事業場所 

岩手県盛岡市三ツ割字寺山49番地内 

 

(5) 事業方式 

ＤＢＯ方式による盛岡市火葬場の設計，建設，工事監理，維持管理及び運営 

 
(6) 事業期間 

事業契約締結日から平成44年３月31日まで 

 
２ 経緯 

 
民間事業者選定までの主な経緯は次のとおりである。 
 
・実施方針の公表                平成20年６月10日 

・業務要求水準書（案）の公表          平成20年７月10日 

・特定事業の選定及び客観的評価         平成20年８月29日 

・募集要項等の公表               平成20年11月４日 

・応募希望者との個別対話            平成21年１月20日 

・提案書の受付及び資格確認申出書の受付期間   平成21年３月２日 

                       ～平成21年３月31日 

・資格確認基準日                平成21年３月31日 

・優先交渉権者の決定              平成21年５月26日 

 



 2

３ 事業者選定方法 

 
(1) 事業者選定方法 

盛岡市（以下「市」という。）は，本事業に民活手法を導入することによって，市の財政支

出の削減を図るとともに，民間事業者のノウハウの活用によるサービス水準の向上を目指して

いることから，優先交渉権者の決定にあたっては，競争性を確保し，民間事業者の提案を幅広

く取り入れる観点から，公募型プロポーザル方式を採用した。また，審査方法は応募者の資格

要件及び実績等を判断する資格確認審査と，応募者の提案内容等を審査する提案審査を同時に

実施した。 

資格確認審査及び必須項目審査については，専ら，本事業の担当課である盛岡市市民部市民

登録課が審査し，加点項目審査については，専門的見地からの意見を聞くために，「盛岡市火

葬場整備等事業事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し，審査した。選定

委員会は，各提案について審査及び評価した結果を市に報告した。市は，選定委員会の審査結

果報告を受け，優先交渉権者を決定した。 

 

(2) 選定委員会 

ア 業務 
本事業の総合評価に関するもののうち，最優秀提案者を決定するための選定基準を作成し，

応募者から提出された提案内容等のうち，提案審査（加点項目）について審査及び評価を行

い，選定委員会の審査結果報告書として，市に報告した。 

 

イ 構成 
選定委員会は学識経験者及び市の職員から構成した。 

選定委員会のメンバーは次のとおりである。 

 

委 員 長 新岡 嵩   秋田県立大学理事兼副学長 

副委員長 根本 祐二  東洋大学大学院経済学研究科教授 

委  員 高橋 秀行  岩手県立大学総合政策学部教授 

委  員 谷津 憲司  東北工業大学大学院工学研究科教授 

委  員 吉野 博   東北大学大学院工学研究科教授 

委  員 宇夫方 正人 盛岡市市長公室長 

 

ウ 選定委員会の開催経緯 
選定委員会の開催経緯は，次のとおりである。 

第１回選定委員会  平成20年９月８日（審査方法・事業者選定基準等の審議） 

第２回選定委員会  平成20年10月９日（事業者選定基準・募集要項等の審議） 

第３回選定委員会  平成21年４月20日（資格審査・基礎審査の確認，企画提案の審査） 

第４回選定委員会  平成21年５月14日（企画提案の審査） 

第５回選定委員会  平成21年５月21日（事業者へのヒアリング，総合評価，最優秀提案
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の選定） 

 

４ 資格確認審査 

 
(1) 資格確認審査の概要 

資格確認審査は，提案審査のための提案等を行う応募者として，募集要項に示す資格要件及

び業務実績等の要件を満たし，適正な資格と必要な能力を有するかを審査するものである。 

なお，参加資格要件の詳細については，募集要項を参照されたい。 

 
(2) 参加状況 

平成21年３月31日までに４グループの応募があり，すべてのグループについて参加資格があ

ることが確認された。参加資格が確認されたグループは(3)のとおりである。 

 
(3) 参加資格確認グループ 

グループ名 不来方やすらぎの丘事業グループ（Ａグループ） 

代 表 企 業 日本国土開発株式会社 

構 成 員 

株式会社山下設計東北支社 

株式会社武田菱設計 

株式会社宮本工業所 

株式会社盛岡総合ビルメンテナンス

昭栄建設株式会社 

岩手電工株式会社 

株式会社朝日工業社東北支店 

グループ名 東亜建設工業グループ（Ｂグループ） 

代 表 企 業 東亜建設工業株式会社盛岡営業所 

構 成 員 

株式会社大建設計 

株式会社久慈設計 

菱和建設株式会社 

株式会社高光建設 

富士建設工業株式会社 

第一商事株式会社 

グループ名 不来方の丘（Ｃグループ） 

代 表 企 業 株式会社司組 

構 成 員 

仙建工業株式会社 

株式会社久米設計東北支社 

株式会社中居敬一都市建築設計 

株式会社宮本工業所 

株式会社北東ビルサービス 

株式会社双葉設備アンドサービス 

岩舘電気株式会社 

株式会社岩野商会 

グループ名 岩田地崎建設グループ（Ｄグループ） 

代 表 企 業 岩田地崎建設株式会社東北支店 

構 成 員 

樋下建設株式会社 

株式会社日総建仙台事務所 

株式会社渡辺設計事務所 

株式会社宮本工業所 

株式会社日立ビルシステム東北支社

株式会社寿広 
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５ 提案審査 

 
(1) 提案審査の概要 

提案審査は，公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定するため，応募者が提案し

た事業計画の内容を評価するものである。 

提案審査の手順は次のとおりである。 

 

応募者からの提出書の各様式に記載された内容（以下「事業提案」という。）を審査する。 

ただし，事業提案に，要求範囲外の提案が記載されていた場合，その部分は採点の対象とは

しない。 

ア 必須項目審査 
事業提案が要求水準（必須項目）をすべて充足しているかについて審査を行い，審査結果

において事業提案がすべての要求水準（必須項目）を充足している場合は適格とし，１項目

でも充足しない又は記載のない場合は不採用とする。 

 
イ 加点項目審査 

提案書に記載された提案価格及び提案価格以外の提案内容について，加点項目審査として

総合的に審査を行う。 

提案書に記載された提案価格以外の提案内容については，事業者選定基準の第３の４の提

案価格以外の審査項目の得点化方法に従って，提案価格については，第３の５の提案価格の

得点化方法に従って得点化する。提案価格以外の審査項目の得点と提案価格における得点の

合計が最も高い提案を，最優秀提案として選定する。 

 

(2) 必須項目審査 

必須項目（要求水準書の内容すべて）について，事業提案の内容が要求水準を充足している

か審査を行った結果，応募グループすべてを適格者と判断した。 

 

(3) 加点項目審査 

ア 審査基準 
加点項目審査では，提案内容が要求水準（必須項目）を充足し，市が特に重視する項目（加

点項目）について，優れた内容であるかどうかの審査を行う。採点基準は，各加点項目に設

定されており，また，各加点項目には配点が付されている。 

各加点項目の詳細については，事業者選定基準を参照されたい。 

 

イ 評価項目の審査結果 
次頁以降は，事業者選定基準に基づき，選定委員会が加点項目の審査を行った結果であり，

これについては，市が確認し，決定した。 
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表 加点項目審査結果（総括表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○　企画提案に係る非価格要素の審査結果

配点 Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ

得点 得点 得点 得点

　１　設計・建設に関する事項 33 15.0 10.5 15.3 16.0
（１） 施設全体計画 24 12.6 7.8 13.7 13.8

①設計，建設，工事監理及び火葬炉整備に関する基本的な考え方 3 2.1 0.6 1.7 1.2
②配置計画・外構計画 5 2.9 0.8 3.6 3.0
③施設（諸室）計画 5 3.1 1.8 2.9 2.9
④ユニバーサルデザイン 2 0.5 0.7 0.8 0.8
⑤環境保全対策（火葬炉設備を除く。） 4 1.8 2.3 2.1 2.8
⑥施設の長寿命化 2 0.6 0.3 0.9 1.6
⑦施工計画・解体計画 3 1.7 1.5 1.8 1.5

（２） 火葬炉設備計画 7 1.8 2.1 1.2 1.2
①火葬炉設備の性能確保 2 0.6 0.6 0.6 0.6
②環境保全対策 3 0.6 1.5 0.6 0.6
③非常時の対応 2 0.6 0.0 0.0 0.0

（３） 業務実施 2 0.6 0.6 0.4 1.0
①業務の進め方 2 0.6 0.6 0.4 1.0

　２　維持管理に関する事項 14 6.8 5.6 3.5 6.5
（１） 考え方・取組方針 3 1.4 1.1 0.8 1.7

①維持管理に対する基本的な考え方 3 1.4 1.1 0.8 1.7
（２）維持管理計画 11 5.4 4.5 2.7 4.8

①維持管理計画（建物・設備） 4 2.1 1.8 1.2 2.1
②修繕計画（建物・設備） 4 2.4 1.8 1.5 1.8
③維持管理計画（火葬炉設備） 3 0.9 0.9 0.0 0.9

　３　運営に関する事項 14 7.1 4.4 4.3 6.4
（１） 考え方・取組方針 4 1.6 1.6 1.4 2.1

①運営に対する基本的な考え方 4 1.6 1.6 1.4 2.1
（２）運営計画 10 5.5 2.9 2.9 4.3

①運営計画（火葬炉運転業務を除く。） 8 5.1 2.3 2.6 3.7
②火葬炉設備運転計画 2 0.4 0.5 0.4 0.6

　４　事業計画に関する事項 9 1.7 5.0 1.9 3.1
（１）事業計画 7 1.7 3.8 1.3 2.5

①事業実施体制 2 0.6 1.2 0.3 0.9
②リスク管理 3 0.3 1.8 0.6 0.6
③地域経済への配慮 2 0.8 0.8 0.4 1.0
  （２）財務計画 2 0.0 1.2 0.6 0.6

①収支計画 2 0.0 1.2 0.6 0.6
合計

70 30.6 25.5 24.9 32.0

○　提案価格の得点

○　総合評価

59.9 点合計得点 60.6 点 55.4 点 53.1 点

32.0 点

価格要素の得点 30.0 点 29.8 点 28.1 点 27.9 点

非価格要素の得点 30.6 点 25.5 点 24.9 点

27.9 点

区分 Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ

価格要素の得点 30.0 点 29.8 点 28.1 点

Ｃグループ Ｄグループ

提案価格 （税抜価格） 5,998,000,000 円 6,029,562,615 円 6,396,000,000 円 6,458,000,000 円

項目

区分 Ａグループ Ｂグループ
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(4) 得点 

選定委員会の審査結果報告を受け，市は応募者の得点を次のとおり決定し，不来方やすらぎ

の丘事業グループを優先交渉権者として決定した。 

 

グループ名 得点 順位 

不来方やすらぎの丘事業グループ（Ａグループ） ６０．６点 １ 

東亜建設工業グループ     （Ｂグループ） ５５．４点 ３ 

不来方の丘          （Ｃグループ） ５３．１点 ４ 

岩田地崎建設グループ     （Ｄグループ） ５９．９点 ２ 
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６ 審査講評 

 

(1) 総評 

 

●不来方やすらぎの丘事業グループ（Ａグループ） 

設計・建設については，建物が低層に抑えられ，周辺環境や地形と調和するように計画

されており，多数の参列者が火葬場に直接訪れる盛岡ならではの葬送慣習への配慮として，

エントランスコートと告別ホールを連続性と柔軟性を備えた大空間とする計画が提案され

ている。また，告別と収骨,柩搬入動線の分離なども適切に行われ，動線計画も高く評価で

きる。車寄せをロータリーとして前面道路からの引きの空間を確保して，自動車・徒歩な

どさまざまな手段で本施設を訪れる参列者に配慮した屋外空間が計画されている。冬季の

駐車場棟と火葬場棟の間の風の吹抜けに懸念が若干あるものの，全体的に整った優れた提

案になっている。特に新火葬場棟の供用開始時期を市の想定よりも繰り上げて，冬季の開

場を避けた工程計画は優れた提案と評価できる。 

設計・建設（火葬炉）については，全炉が大型炉の提案であり，自動制御による安定し

た運転が評価される。非常時の対応としては，運転操作の二重のバックアップ機能が評価

される。 

維持管理については，ＢＥＭＳを活用した維持管理ノウハウの蓄積やライフサイクルコ

スト削減に向けた取組みが，維持管理費の設定と整合した妥当性ある提案と評価できる。 

運営計画については，要求水準を大きく上回る開場日数・開場時間が提案されており，

市民サービス向上の点から高く評価される。また、事故の発生防止及び発生時の有効な対

応策として，出先機関や本社などによる復旧対応など，具体的な提案がなされている。 

事業計画については，地元特産品の利用などによる地域経済への配慮は見られるが，リ

スク管理や収支計画においては特段評価すべきものがない。 

 

●東亜建設工業グループ（Ｂグループ） 

設計・建設については，建物が４層で計画され，周辺環境や地形と対比する形となって

おり，火葬炉機械室部分が地区内のランドマークを形成するような提案となっている。火

葬炉は国道に沿った側に配置されており，国道側をはじめとして多方面からの視線を受け

止めるため，周辺地区の景観との調和や道路側への圧迫感について懸念がある。待合室を

多層化することで，火葬件数に応じて施設の一部の利用を休止する運用が可能で，省エネ

ルギーや運営費の削減だけでなく動線の短縮につながる独特の計画となっている。一方，

平面的にコンパクトな計画であるため，１階の面積が制約され，告別への参列者の入退場，

柩や収骨後の遺族動線の分離にやや明快さが欠ける。 

設計・建設（火葬炉）については，環境保全対策において，空気混合方式の採用，厳し

い自主目標値の設定などが評価される。非常時の対応としては特段評価できるものがなか

った。 

維持管理については，地元企業と連携した迅速な対応のできる体制であること，ライフ

サイクルコスト削減の具体的な提案が計画に反映されて維持管理費が抑制されていること，
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特に清掃関連の業務内容が充実していることが評価できる。 

運営計画については，火葬場を対象としたＰＦＩ事業や指定管理者の実績豊富な企業に

よる体制である面や確実な火葬業務を提供する上での工夫については，他の火葬場での事

前研修の実施や具体的な業務フロー，確認事項が提案されている点が評価される。 

事業計画については，民活業務に多くの実績を持つ代表企業の主導性が明確になってい

るとともに，主要なリスクが検討され，バックアップサービサーや保険の付保などによっ

てリスクのカバーも行われている。財務計画においても安定性のある提案となっている。 

 

●不来方の丘（Ｃグループ） 

設計・建設については，建物が低層に抑えられ，周辺環境や地形と調和するように計画

されている。敷地に都市公園機能を持たせた市民に親しまれる新しい癒しのかたちを計画

するという方針をたて，地域と連携を持つ積極的な提案がなされている。多数の参列者が

火葬場に直接訪れる盛岡ならではの葬送慣習に配慮して，駐車場棟と火葬場棟を渡廊下で

直接結ぶ計画がされている。駐車場の収容台数についても要求水準を大きく上回る水準に

設定し，自家用車で来場する参列者が多い地域の葬送慣習への配慮がされている。渡廊下

はユニバーサルデザイン面でも有効で，全体的にバランスの優れた提案になっている。一

方で，駐車場棟と火葬場棟の狭間の屋外動線については，ロータリーから通路への幅員変

化が大きいことから，季節風の風速が高まるなどの若干の懸念が残る計画となっている。 

設計・建設（火葬炉）については，全炉が大型炉の提案であり，自動制御による安定し

た運転が評価される。ただ，非常時の対応としては特段評価できるものがなかった。 

維持管理については，際立った特徴は見られないものの，地元との連携や雇用への配慮，

利用者の意見の収集や葬祭業関係者へのアンケートなどによる利用者サービス向上などの

提案がされている。 

運営計画については，要求水準をやや上回る開場時間の設定や火葬集中日に十分な対応

件数を設定している点が評価されるが、確実な火葬業務を提供する上での工夫については，

特に優れた提案は見られなかった。 

事業計画については，主要なリスクが一定程度検討されるとともに保険付保等によるカ

バーも見られる。また，財務計画においても一定の安定性のある提案となっている。事業

実施体制等については特段評価すべき点がない。 

 

●岩田地崎建設グループ（Ｄグループ） 

設計・建設については，駐車場棟と火葬場棟を一体の建物とする特徴ある計画となって

いる。建物は４層で計画され，駐車場棟部分が下層に，火葬場棟部分が上層に設置されて

いる。下層の駐車場棟部分は敷地周辺の地盤と一体化させる意図を持ち，上層の火葬場棟

部分はセットバックさせ，周辺環境と調和させる計画となっている。３階に配置する車寄

せに至る車両引き込み動線の長さを演出に活かすなど，変化に富んだ優れた計画がされて

いる。空間構成も内部動線が分離されているほか，柔軟性が加味されており，盛岡の葬送

慣習に十分に配慮されている。また,ユニバーサルデザインとしての空間利便性も実現して

いる。環境面ではＣＡＳＢＥＥのＳランクのラベリングを行うといった積極的な提案を行
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っている。一方，駐車場の車両の出入りが重なる時間帯に，前面道路の車両の輻輳や渋滞

の発生が予想されること，徒歩で来場する参列者のアプローチの動線処理など，全体的な

空間演出の考え方や安全性の考え方にバランスを欠くといった懸念がある。 

設計・建設（火葬炉）については，全炉が大型炉の提案であり，自動制御による安定し

た運転が評価される。非常時の対応としては特段評価できるものがなかった。 

維持管理については，積雪寒冷地の施設維持管理への配慮，地元経済への貢献，バック

アップ体制の確立，５段階の特徴あるセルフモニタリングや独自の作業管理システムや建

物カルテシステムの適用など具体性と特徴ある提案がなされている。 

運営計画については，豊富な人員が配置され，複数の車両誘導員が専任で配置される体

制が評価される。また、優良なサービスを提供する上での工夫として，葬送の個別化を図

り，臨機応変な火葬体制が提案されている点が評価される。 

事業計画については，民活業務に実績を持つ代表企業の主導性が明確になっているとと

もに，主要なリスクが検討され，バックアップサービサーや保険の付保などによってリス

クのカバーも行われている。財務計画においても一定の安定性のある提案となっている。 
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(2) 個別講評 

 

●不来方やすらぎの丘事業グループ（Ａグループ） 

 

ア 設計・建設に関する事項 

(1) 施設全体計画  

 ①設計，建設，工事監理

及び火葬炉整備に関

する基本的な考え方 

・設計・建設方針，施設計画の考え方については，合意形成

の方法に工夫があること，施設供用開始が要求水準を上回

り３カ月前倒しとなっていることが評価される。 

・設計・建設・工事監理及び火葬炉整備体制については，第

三者チェックの導入が評価される。 

 ②配置計画・外構計画 ・配置計画・動線計画については，エントランスコートの設

置の提案と地域の葬送慣習に配慮した明快な動線計画が

評価される。 

・外観デザイン・外構計画については，壁面緑化と周辺地域

との融合についての提案が評価される。 

・土地利用については，周辺地域との結界の設定，敷地高低

差活用，未利用地活用（屋外駐車場）の提案が評価される。

 ③施設（諸室）計画 ・施設内ゾーニング・動線計画については，設定するゾーン

の明快性，地域の葬送慣習に配慮したホール，ラウンジの

適切な配置が評価される。 

・空間演出については，屋上庭園，告別室，炉前ホール，収

骨室の部分が評価される。 

・維持管理・運営のしやすさやライフサイクルコストの縮減

への配慮については，問題のない内容であるが特に評価さ

れる点はない。 

 ④ユニバーサルデザイ

ン 

・ユニバーサルデザインへの配慮については，特に評価され

る点はない。 

・誘導表示計画については，災害時の情報提供の対応などに

具体的な提案がある点が評価される。 

 ⑤環境保全対策（火葬炉

を除く。） 

・環境負荷削減については，屋外のルーバーの設置や自然換

気のシステム提案が評価される。 

・具体的な省エネ設計上の工夫については，太陽光発電装置

の設置，リサイクルシステムについての考え方が評価され

る。 

 ⑥施設の長寿命化 ・建物及び設備の長寿命化方策については，ＯＡフロアの設

置やメンテナンスの十分なスペース確保が評価される。 

 ⑦施工計画・解体計画 ・新火葬場の施工計画については，新火葬場供用開始までの

工期の大幅な短縮の提案，工事期間中の動線処理について

明確な考えが提示されており，評価される。 

・既存火葬場の解体計画及び駐車場棟の施工計画について

は，工事期間中の動線処理の明確な提案が評価される。 

(2) 火葬炉設備計画  

 ①火葬炉設備の性能確

保 

・性能確保・安定稼動のための工夫については，自動制御に

よる安定した運転が評価される。 
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・維持管理・運営に配慮した機器導入や機器配置については，

全て大型炉を設置した点が評価される。 

 ②環境保全対策 ・環境基準遵守のための工夫については，バグフィルターの

後段に触媒装置を設置した点が評価される。 

・ＣＯ２排出量低減については，特に評価される点はない。

 ③非常時の対応 ・機器の耐久性については，特に評価される点はない。 

・運転の安定性確保については，運転操作の二重のバックア

ップ機能が評価される。 

(3) 業務実施  

 ①業務の進め方 ・セルフモニタリング体制及び方法については，ＩＳＯの活

用，グループとしての総合的なチェックの実施が提案され

ている。 

 

イ 維持管理に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

①維持管理に関する基

本的な考え方 

・維持管理方針については，責任の所在が明確にされている

こと，有資格者の配置の考え，ライフサイクルコスト削減

に向けた取組みが具体的な計画に反映されている点が評

価される。 

・維持管理体制については，同じく責任の所在が明確な点が

評価される。 

・セルフモニタリングについては，相互監視型セルフモニタ

リングの導入，利用者の意見反映の提案が評価される。 

(2) 維持管理計画  

①維持管理計画（建物・

設備） 

・保守管理業務については，問題のない内容であるほか,除

雪機械の配備，ビルクリーニング技能資格者の配備が評価

される。 

・光熱水費の削減については，デマンド，効率管理や最適運

転管理の具体的提案，リサイクルの考え方，マニュアル整

備についての内容が評価される。 

②修繕計画（建物・設備） ・修繕・更新計画については，ＢＥＭＳの導入，適正な大規

模修繕の設定，計画マニュアル作成が評価される。 

・長期耐用性・建物長寿命化への工夫については，見直し，

変更への対応内容が評価される。 

 ③維持管理計画（火葬炉

設備） 

・修繕・更新計画については，予防保全を基本とした点検･

修繕計画,マニュアルの整備が評価される。 

 

ウ 運営に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①運営に関する基本的

な考え方 

・運営方針については，取組方針を実現するための項目が具

体的に提案されている点が評価される。 

・運営体制については，豊富な実績を有する企業が運営業務

及び火葬炉運転業務を行う体制となっており，障がい者雇

用について具体的な提案がなされている点が評価される。

・セルフモニタリングについては，「監視型セルフモニタリ
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ング」は評価されるが，内容や方法に具体性が不足する面

がある。 

(2) 運営計画  

 ①運営計画（火葬炉運転

業務を除く。） 

・優良なサービスを提供する上での工夫については，要求水

準を大きく上回る開場日数・開場時間が提案されており，

市民サービス向上の点から高く評価される。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，出

先機関や本社などによる復旧対応など，具体的な提案がな

されている点が評価される。 

 ②火葬炉設備運転計画 ・確実な火葬業務を提供する上での工夫については，有資格

者を配置する点が評価される。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，一

般的な方針にとどまっている。 

 

エ 事業計画に関する事項 

(1) 事業計画  

 ①事業実施体制 ・事業実施体制については，代表企業の出資比率が比較的高

いこと，金融機関が助言や監査を行うことなどが提案され

ていることは評価されるが，役員や責任者の構成が明確で

はない。 

 ②リスク管理 ・本事業に関するリスクの対応策については，主要なリスク

の検討にとどまっている。 

 ③地域経済への配慮 ・地域経済への配慮については，地元企業が参画しているこ

と，地元人材の活用が提案されていること，地元特産品の

活用が提案されていることなどが評価されるが，地域共生

に関する提案がない。 

(2) 財務計画  

 ①損益計算書，資金収支

計画の妥当性 

・損益計算書及び資金収支計画の妥当性については，特に目

だって評価される点はない。 
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●東亜建設工業グループ（Ｂグループ） 

 

ア 設計・建設に関する事項 

(1) 施設全体計画  

 ①設計，建設，工事監理

及び火葬炉整備に関

する基本的な考え方 

・設計・建設方針，施設計画の考え方については，問題のな

い内容であるが，特に評価される点はない。 

・設計・建設・工事監理及び火葬炉整備体制については，施

設整備業務責任者への窓口の一本化や地元企業の活用が

評価される。 

 ②配置計画・外構計画 ・配置計画・動線計画については，前面の車廻しが車庫棟の

内部の活用を念頭においた計画となっているが，建物前面

にゆとりがなく，評価される点はない。 

・外観デザイン・外構計画については，周辺景観との調和に

配慮した外観の素材選定や建物開放性といった面で，特に

評価される点はない。 

・土地利用については，建物高さによる圧迫感といった面で

は，低層に計画する場合に比べて，特に評価される点はな

い。 

 ③施設（諸室）計画 ・施設内ゾーニング・動線計画については，コンパクトな平

面形による各階の内部動線の短縮が有効に図られている

点が評価される。 

・空間演出については，特に供養塔の配置や周辺の提案など

が具体的であり，評価される。 

・維持管理・運営のしやすさやライフサイクルコストの縮減

への配慮については，特段に評価される点はない。 

 ④ユニバーサルデザイ

ン 

・ユニバーサルデザインへの配慮については，視覚障がい者

への配慮など細部での配慮があり，評価される。 

・誘導表示計画については，カラーユニバーサルデザインの

導入やスタンド式サインの提案など多様な使用状況への

配慮が評価される。 

 ⑤環境保全対策（火葬炉

を除く。） 

・環境負荷削減については，ＬＣＣＯ２削減の具体的数値を

明確に掲げて進める点が評価される。 

・具体的な省エネ設計上の工夫については，ゾーン別空調の

考え方，特徴ある５Ｒのリサイクルシステムについての考

え方が評価される。 

 ⑥施設の長寿命化 ・建物及び設備の長寿命化方策については，問題のない内容

であるが，特に評価される点はない。 

 ⑦施工計画・解体計画 ・新火葬場の施工計画については，安全性に関して交通誘導

員の配置を充実した体制が提案されており，評価される。

・既存火葬場の解体計画及び駐車場棟の施工計画について

は，狭小敷地での工事の具体的な方法と適切性が評価され

る。 

(2) 火葬炉設備計画  

 ①火葬炉設備の性能確

保 

・性能確保・安定稼動のための工夫については，自動制御に

よる安定した運転が評価される。 
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・維持管理・運営に配慮した機器導入や機器配置については，

炉壁のセラミックファイバーの二層施工，合理的な機器搬

出入口を確保している点が評価される。 

 ②環境保全対策 ・環境基準遵守のための工夫については，排ガス冷却にダイ

オキシン類再合成リスクの低い空気混合方式を採用して

いること，環境基準値よりも厳しい自主目標値が設定され

ていることなどが評価される。 

・ＣＯ２排出量低減については，台車保護材のリサイクルに

よる資源有効活用等が評価される。 

 ③非常時の対応 ・機器の耐久性については, 特段評価できる点はなかった。

・運転の安定性確保については，特に評価される点はない。

(3) 業務実施  

 ①業務の進め方 ・セルフモニタリング体制及び方法については，ＩＳＯを活

用する点，三段階方式のセルフモニタリングを導入する点

が評価される。 

 

イ 維持管理に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①維持管理に関する基

本的な考え方 

・維持管理方針については，地元企業の迅速な対応，ライフ

サイクルコスト削減に向けた取組みが連動し，具体的に計

画に反映されている点が評価される。 

・維持管理体制については，建築物環境衛生管理者の選任の

考え，地元企業との連携が評価される。 

・セルフモニタリングについては，三段階モニタリングの工

夫が評価される。 

(2) 維持管理計画  

 ①維持管理計画（建物・

設備） 

・保守管理業務については，特に清掃に対する具体的業務内

容の提案が評価される。 

・光熱水費の削減については，動力の削減，負荷の削減，効

率の向上に対する具体的な提案があり,評価される。 

 ②修繕計画（建物・設備） ・修繕・更新計画について，長期耐用性・建物長寿命化の面

では，将来のリノベーションや事業終了後の大規模改修の

前倒しなどの提案が評価される。 

 ③維持管理計画（火葬炉

設備） 

・修繕・更新計画については，予防保全を基本としたきめ細

かな点検･修繕計画及びバックアップ体制の明確さが評価

される。 

 

ウ 運営に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①運営に関する基本的

な考え方 

・運営方針については，やや抽象的な記述にとどまっている

面もあるが，総じて適切な取組方針が提案されている。 

・運営体制については，火葬場を対象としたＰＦＩ事業や指

定管理者の実績豊富な企業による体制である面が評価さ

れる。障がい者雇用については，具体的な提案がみられな

い。 
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・セルフモニタリングについては，一般的な方針もみられる

が，３段階のレベルに応じた体制が提案されている点は評

価される。 

(2) 運営計画  

 ①運営計画（火葬炉運転

業務を除く。） 

・優良なサービスを提供する上での工夫については，各種モ

ニターにより施設各所から進行状況を把握できる体制と

なっている点が評価される。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，各

種訓練や研修の実施が提案されている点が評価される。 

 ②火葬炉設備運転計画 ・確実な火葬業務を提供する上での工夫については，他の火

葬場での事前研修の実施や具体的な業務フロー，確認事項

が提案されている点が評価される。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，各

種点検等による事故等の具体的な発生防止策が提案され

ている点が評価される。 

 

エ 事業計画に関する事項 

(1) 事業計画  

 ①事業実施体制 ・事業実施体制については，代表企業に民活企業の豊富な経

験があること，代表企業の出資比率が高いこと，実施体制

に具体性があること，財務面のモニタリングの提案などが

評価される。 

 ②リスク管理 ・本事業に関するリスクの対応策については，リスク管理体

制が明確になっていること，主要なリスクが検討されてい

ること，バックアップサービサーの体制が充実しているこ

と，十分な保険の付保があることなどが評価される。 

 ③地域経済への配慮 ・地域経済への配慮については，地元企業が参画しているこ

と，地元人材の活用が提案されていること，地域共生に関

する提案があることは評価されるが，地元特産品の活用は

提案されていない。 

(2) 財務計画  

 ①損益計算書，資金収支

計画の妥当性 

・損益計算書及び資金収支計画の妥当性については，SPC の

資本金が一定の水準であること，追加借入枠の設定に具体

性があること，資金収支計画に安定性があることなどが評

価される。 
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●不来方の丘（Ｃグループ） 

 

ア 設計・建設に関する事項 

(1) 施設全体計画  

 ①設計，建設，工事監理

及び火葬炉整備に関

する基本的な考え方 

・設計・建設方針，施設計画の考え方については，地域の葬

送慣習に配慮した平面計画に対する構造上の工夫が随所

に見られ，全体のバランス，配慮などが評価される。 

・設計・建設・工事監理及び火葬炉整備体制については，地

元企業の活用，参加の体制が評価される。 

 ②配置計画・外構計画 ・配置計画・動線計画については，火葬場棟前面の余裕ある

ロータリーの確保などが評価される。 

・外観デザイン・外構計画については，壁面緑化や植栽の全

般的な考え方，都市公園としての敷地の捉え方とこれに連

動した提案が評価される。 

・土地利用については，要求水準を上回る駐車台数 190 台を

確保し，地域の葬送慣習を理解したうえで，提案の具体化

を行っている点が評価される。 

 ③施設（諸室）計画 ・施設内ゾーニング・動線計画については，地域葬送慣習へ

の配慮があり，別棟駐車場から火葬棟へ接続する渡廊下の

利便性を高めた提案が評価される。 

・空間演出については，周辺の自然を施設計画の演出へ取り

入れる屋内外を一体に捉えた空間構成や，壁面や開口部の

開放と閉鎖を効果的に適用した空間構成の具体性が評価

される。 

・維持管理・運営のしやすさやライフサイクルコストの縮減

への配慮については，メンテナンス性に配慮した各所の具

体的提案が評価される。 

 ④ユニバーサルデザイ

ン 

・ユニバーサルデザインへの配慮については，風除室に隣接

して車椅子置き場を設置する工夫や，渡廊下によって駐車

場棟と接続する配慮が評価される。 

・誘導表示計画については，カラーユニバーサルデザインの

導入や音声誘導による他空間との干渉への配慮が評価さ

れる。 

 ⑤環境保全対策（火葬炉

を除く。） 

・環境負荷削減については，問題のない内容であるが，特に

評価される点もない。 

・具体的な省エネ設計上の工夫については，照明などの回路

分けの提案，太陽光発電装置の容量提案の具体性や複層ガ

ラスの効果的な採用の提案が評価される。 

 ⑥施設の長寿命化 ・建物及び設備の長寿命化方策については，使用材料の統一，

植栽の郷土樹種の採用・選定への配慮が評価される。 

 ⑦施工計画・解体計画 ・新火葬場の施工計画については，施工時の明快な動線計画

の提案が評価される。 

・既存火葬場の解体計画及び駐車場棟の施工計画について

は，通り抜け動線の確保についての明快な提案が評価され

る。 
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(2) 火葬炉設備計画  

 ①火葬炉設備の性能確

保 

・性能確保・安定稼動のための工夫については，自動制御に

よる安定した運転が評価される。 

・維持管理・運営に配慮した機器導入や機器配置については，

全て大型炉を設置した点が評価される。 

 ②環境保全対策 ・環境基準遵守のための工夫については，バグフィルターの

後段に触媒装置を設置した点が評価される。 

・ＣＯ２排出量低減については，特に評価される点はない。

 ③非常時の対応 ・機器の耐久性については，特に評価される点はない。 

・運転の安定性確保については，特に評価される点はない。

(3) 業務実施  

 ①業務の進め方 ・セルフモニタリング体制及び方法については，特に評価さ

れる点はない。 

 

イ 維持管理に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①維持管理に関する基

本的な考え方 

・維持管理方針については，特に評価される点はない。 

・維持管理体制については，地元企業との連携が評価される。

・セルフモニタリングについては，利用者意見の収集やアン

ケート活用に工夫が見られる点が評価される。 

(2) 維持管理計画  

 ①維持管理計画（建物・

設備） 

・保守管理業務については，地元連携や雇用への配慮が評価

される。 

・光熱水費の削減については，特段に評価される点はない。

 ②修繕計画（建物・設備） ・修繕・更新計画については，修繕計画委員会の毎年の開催

が評価される。 

・長期耐用性・建物長寿命化への工夫については，火葬炉更

新の建築計画的など利便性への配慮が評価される。 

 ③維持管理計画（火葬炉

設備） 

・修繕・更新計画については，予防保全を基本とした点検･

修繕計画が提案されているが，特に評価される点はない。

 

ウ 運営に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①運営に関する基本的

な考え方 

・運営方針については，業務の目的・内容を理解し，適切な

取組方針が具体的に提案されている点が評価される。 

・運営体制については，全国で豊富な火葬場運営の実績を有

する企業が業務を行う体制が構築されている点が評価さ

れるが，障がい者の雇用については努力事項に留まってい

る。 

・セルフモニタリングについては，一般的な方針の提案が多

いが，具体的なチェックシートが提案されている点は評価

される。 

(2) 運営計画  

 ①運営計画（火葬炉運転

業務を除く。） 

・優良なサービスを提供する上での工夫については，要求水

準をやや上回る開場時間の設定や火葬集中日に十分な対
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応件数を設定している点が評価される。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，訓

練の実施や救命講習を全員受講する点が評価される。 

 ②火葬炉設備運転計画 ・確実な火葬業務を提供する上での工夫については，特に優

れた提案は見られない。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，具

体的な連絡体系やバックアップ体制が提案されている点

が評価される。 

 

エ 事業計画に関する事項 

(1) 事業計画  

 ①事業実施体制 ・事業実施体制については，金融機関の助言や監査が提案さ

れていること，財務面のモニタリングの提案などは評価さ

れるが，代表企業の出資比率が高くなく主導性が明確では

ない。 

 ②リスク管理 ・本事業に関するリスクの対応策については，リスク管理体

制の提案があること，主要なリスクが一定程度検討されて

いること，一定の保険の付保があることなどが評価される

が，バックアップ体制は明確ではない。 

 ③地域経済への配慮 ・地域経済への配慮については，地元企業が参画しているこ

と，地元人材の活用が提案されていることなどが評価され

るが，地域共生に関する提案がない。 

(2) 財務計画  

 ①損益計算書，資金収支

計画の妥当性 

・損益計算書及び資金収支計画の妥当性については，追加借

入枠について一定の提案があること，資金収支計画に一定

の安定性があることなどが評価される。 
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●岩田地崎建設グループ（Ｄグループ） 

 

ア 設計・建設に関する事項 

(1) 施設全体計画  

 ①設計，建設，工事監理

及び火葬炉整備に関

する基本的な考え方 

・設計・建設方針，施設計画の考え方については，市との連

携が明確にされ，地元との連携の考え方が評価される。 

・設計・建設・工事監理及び火葬炉整備体制については，季

節風への対処の考え方など風土に対する提案に特徴があ

る点が評価される。 

 ②配置計画・外構計画 ・配置計画・動線計画については，コンパクトな平面形とこ

れに連動する動線計画が評価される。 

・外観デザイン・外構計画については，和のモチーフの活用

などが評価される。 

・土地利用については，建物ボリュームの圧迫感に対する懸

念がある一方，明確な土地利用の提案が評価される。 

 ③施設（諸室）計画 ・施設内ゾーニング・動線計画については，雨など天候に左

右されず建物全体を移動できるなどの動線の特徴，屋内利

用者動線の処理について評価される。 

・空間演出については，低層部の屋上庭園の提案や回廊の設

置等が評価される。 

・維持管理・運営のしやすさやライフサイクルコストの縮減

への配慮については，特に評価される点はない。 

 ④ユニバーサルデザイ

ン 

・ユニバーサルデザインへの配慮については，徒歩来場者へ

の配慮に懸念があるものの，屋内での移動確保，自動ドア

の適所設置の考え方が評価される。 

・誘導表示計画については，カラーユニバーサルデザインの

導入が評価される。 

 ⑤環境保全対策（火葬炉

を除く。） 

・環境負荷削減については，壁面緑化の導入のほか，ＣＡＳ

ＢＥＥのＳランクのラベリング取得が高く評価される。 

・具体的な省エネ設計上の工夫については，構造体の長寿命

化への踏み込んだ提案，太陽光発電の外灯の導入などが評

価される。 

 ⑥施設の長寿命化 ・建物及び設備の長寿命化方策については，一部へのプレス

トレストＲＣ造の導入や耐久性塗装の採用などが評価さ

れる。 

 ⑦施工計画・解体計画 ・新火葬場の施工計画については，工事中の迂回ルートにつ

いての具体的提案などが評価される。 

・既存火葬場の解体計画及び駐車場棟の施工計画について

は，駐車場の一部を利用した供用開始の方法，誘導員の配

置についての考え方が評価される。 

(2) 火葬炉設備計画  

 ①火葬炉設備の性能確

保 

・性能確保・安定稼動のための工夫については，自動制御に

よる安定した運転が評価される。 

・維持管理・運営に配慮した機器導入や機器配置については，

全て大型炉を設置した点が評価される。 
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 ②環境保全対策 ・環境基準遵守のための工夫については，バグフィルターの

後段に触媒装置を設置した点が評価される。 

・ＣＯ２排出量低減については，特に評価される点はない。

 ③非常時の対応 ・機器の耐久性については, 特に評価される点はない。 

・運転の安定性確保については，特に評価される点はない。

(3) 業務実施  

 ①業務の進め方 ・セルフモニタリング体制及び方法については，五段階方式

とするほか，第三者チェックを位置づけている点が評価さ

れる。 

 

イ 維持管理に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①維持管理に関する基

本的な考え方 

・維持管理方針については，環境やライフサイクルコスト削

減への積極的提案があり，地元経済への貢献が評価され

る。 

・維持管理体制については，バックアップサービサーの確保

が評価される。 

・セルフモニタリングについては，充実した五段階セルフモ

ニタリングが評価される。 

(2) 維持管理計画  

 ①維持管理計画（建物・

設備） 

・保守管理業務については，除雪機の配備，建物カルテシス

テムの適用が評価される。 

・光熱水費の削減については，人的な対応を主とする具体的

な提案内容，作業情報管理システムと建物カルテシステム

の活用が評価される。 

 ②修繕計画（建物・設備） ・修繕・更新計画については，事業終了後の修繕・更新が長

期にわたり不要となる具体的，かつ，明快な提案があるこ

とが評価される。 

・長期耐用性・建物長寿命化への工夫については，日常管理

主体の維持管理手法の具体性が評価される。 

 ③維持管理計画（火葬炉

設備） 

・修繕・更新計画については，予防保全を基本とした点検･

修繕計画，マニュアルの整備が評価される。 

 

ウ 運営に関する事項 

(1) 考え方・取組方針  

 ①運営に関する基本的

な考え方 

・運営方針については，適切な取組方針が具体的に提案され

ている点が評価される。 

・運営体制については，豊富な人員が配置され，複数の車両

誘導員が専任で配置される点が評価される。 

・セルフモニタリングについては，５段階のレベルに応じた

セルフモニタリング体制が構築されており，モニタリング

実施者や内容が具体的に提案されている点が評価される。

(2) 運営計画  

 ①運営計画（火葬炉運転

業務を除く。） 

・優良なサービスを提供する上での工夫については，葬送の

個別化を図り，臨機応変な火葬体制が提案されている点が
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評価される。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，訓

練の実施や救命講習を全員受講する点が評価される。 

 ②火葬炉設備運転計画 ・確実な火葬業務を提供する上での工夫については，特に優

れた提案は見られない。 

・事故の発生防止及び発生時の有効な対応策については，特

に非常時への具体的な対応方法や連絡体系が提案されて

いる点が評価される。 

 

エ 事業計画に関する事項 

(1) 事業計画  

 ①事業実施体制 ・事業実施体制については，代表企業に民活企業の豊富な経

験があること，代表企業の出資比率が比較的高いこと，実

施体制に具体性があることなどは評価されるが，財務面の

モニタリングについて特段の提案がない。 

 ②リスク管理 ・本事業に関するリスクの対応策については，リスク管理体

制が明確になっていること，主要なリスクが検討されてい

ること，バックアップサービサーが提案されていること，

一定の保険の付保があることなどが評価される。 

 ③地域経済への配慮 ・地域経済への配慮については，地元企業が参画しているこ

と，地元人材の活用が提案されていること，地元特産品の

活用が提案されていること，地域共生に関する提案がある

ことなどが評価される。 

(2) 財務計画  

 ①損益計算書，資金収支

計画の妥当性 

・損益計算書及び資金収支計画の妥当性については，資金収

支計画に一定の安定性があることなどが評価される。 
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（参考）優先交渉権者の提案概要 

 
■概要 

場  所 岩手県盛岡市三ツ割字寺山 49 番地 

敷地面積 8,654.18 ㎡ 

構  造 
火葬棟 ：鉄筋コンクリート造 

駐車場棟：鉄骨造 

建物規模 
火葬棟 ：地上２階・塔屋１階 

駐車場棟：地上４階 

延床面積 全体 7,105.76 ㎡（容積対象面積 5,684.61 ㎡） 

 

 

■優先交渉権者の提案イメージ図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本図は参考資料として提出されたものであり，実際の建築イメージとは異なる場合がある。 

 


