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第１ 総則 

本要求水準書は、西胆振行政事務組合（以下「本組合」という。）から事務の委託を

受けた伊達市（以下「市」という。）が火葬場施設等整備事業（以下「本事業」とい

う。）におけるプロポーザル参加者が行う内容について、要求する性能の水準を示す

ためのものである。 

１ 事業の範囲 

本事業は、現火葬場を稼働しながら新火葬場施設の整備を行うものである。その

ため、整備期間中は既存施設の運営に支障をきたさず、また、建設工事中や解体

工事中においても本施設利用者への安全確保が最優先課題となる。 

本事業における業務範囲を以下に示す。 

（１） 対象とする業務範囲 

ア 本施設の計画・設計・建設業務 

      ・調査業務 

      ・基本構想・基本計画策定業務 

      ・設計業務 

      ・建設業務 

      ・工事監理業務 

      ・備品等整備業務 

      ・環境保全対策業務 

      ・各種許認可申請支援業務 

      ・性能試験業務 

      ・運転支援業務 

 ・その他設計及び建設工事等に必要な業務 

イ 既存施設の解体業務 

      ・調査業務 

      ・設計業務 

      ・解体業務 

      ・工事監理業務 

ウ 跡地外構整備業務 

      ・新火葬場整備のため必要となる範囲の外構整備業務 

２ 事業対象施設等の概要 

本事業対象施設等の概要を以下に示す。 

（１）事業地の概要 

ア 所在地     伊達市上館山町６３番地１０ 他 

イ 敷地面積    １７，０３１．５３㎡ 
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ウ 都市計画区域内 

エ 市街化調整区域 

オ 用途地域     指定なし 

カ 防火地域     指定なし 

キ 建蔽率      ６０％ 

ク 容積率      ２００％ 

ケ 上水道      なし 

コ 下水道      なし 

（２） 火葬場の概要 

ア 構造   ＲＣ造（炉部）一部木造または鉄骨造（待合室等） 平屋建て 

イ 建築面積  １，２００㎡程度 

ウ 火葬炉 ３基 

エ 必要諸室  エントランスホール、告別室、炉前ホール、待合室、待合

ロビー、収骨室、倉庫、その他事業者提案による。 

（３） 既存施設の概要 

ア 火葬場 

       ・建築年 昭和５３年 

       ・構造  ＲＣ造 平屋建て 

       ・延床面積 ５１２．０６㎡ 

       ・炉数   ３炉 

イ 旧管理人住宅 

       ・建築年  昭和４７年 

       ・構造  木造 平屋建て 

       ・延床面積５２．２４㎡ 

ウ 残骨堂 

 ・建築年  昭和５９年 

       ・構造  ＣＢ造 平屋建て 

       ・延床面積 ４．２９㎡ 

エ 旧焼却炉及び煙突 

       ・建築年  昭和３８年 

 ・構造 補強ＣＢ造（焼却炉部）２Ｆ建て、ＲＣ造（煙突部）   

       ・延床面積 ８２．５㎡ 

・煙突高さＨ＝２４Ｍ 



3 

３ 事業スケジュール 

（１） 事業実施期間（予定） 

基本構想・基本計画  平成３０年７月～平成３０年１２月 

基本設計・実施設計  平成３１年１月～平成３１年７月 

建設工事       平成３１年８月～平成３３年１月 

既存火葬場解体・外構 平成３３年４月～平成３３年８月 

（２） 供用開始（予定） 

  平成３３年３月１日 

４ 事業実施において遵守する法令等 

本事業の実施に際し、遵守する法令等は次に示すとおりであり、いずれも業務実

施時点での最新のものとする。 

（１） 法令等 

ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

イ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号） 

ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

エ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

オ 建設業法（昭和２４年法律第１００号） 

カ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

キ 景観法（平成１６年法律第１０号） 

ク 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号） 

ケ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

コ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

サ 大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

シ 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号） 

ス 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

セ 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

ソ 振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

タ ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号） 

チ 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号） 

ツ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 

テ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０

４号） 

ト 健康増進法（平成１４年法律第１０３号） 

ナ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 
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ニ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年

法律第１１４号） 

ヌ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０

号） 

ネ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号） 

ノ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成２２年法律

第３６号） 

ハ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号） 

ヒ 危険物の規制に関する法令（昭和３４年政令第３０６号） 

フ 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（平成１２年） 

ヘ 石綿障害予防規則 

ホ 北海道関係条例等 

マ 西胆振行政事務組合関係条例等 

ミ 伊達市関係条例等 

（２） 適用基準及び仕様書等 

ア 官庁施設の基本的性能基準及び同解説 

イ 建築設計基準及び同解説 

ウ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 

エ 建築構造設計基準及び同解説 

オ 建築設備設計基準 

カ 建築設備計画基準・同要領 

キ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

ク 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

ケ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

コ 火葬場の施設基準に関する研究 

サ 建築工事標準詳細図 

シ 舗装設計施工指針（日本道路協会） 

ス 舗装設計便覧（日本道路協会） 

セ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

ソ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

タ 建築工事安全施工技術指針・同解説 

チ 建設工事公衆災害防止対策要綱 

ツ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 

テ 建設副産物適正処理推進要綱 
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ト 公共建築工事積算基準（国土交通省官房官庁営繕部監修） 

ナ 建築工事監理業務委託共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修） 
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第２ 基本的事項 

１ 計画基本要件 

（１） 動線計画 

霊柩車到着、告別、収骨、退場と連続する葬送行為の流れを考慮し、会葬に

ついて円滑な進行を確保し、遺族、会葬者、業務関係者等（以下、「利用者

等」という。）に配慮した動線計画とすること。 

また、新施設の工事中は既存施設の運営に支障をきたさない計画とすること。 

（２） 配置計画 

   整備期間中は既存施設の運営が円滑に実施でき、また利用者等への安全が

確保できる配置とし、周辺地域や周辺環境との調和、利用者の利便性、動

線等を考慮した計画を提案すること。 

（３） 外構計画 

  既存緑地等は自然環境の保全を図りつつ、暴風雨等による倒木等により施設

の運営に支障をきたさないように整備を行うものとする。また、敷地内の雨

水排水については放流先がないことから、透水性の舗装や浸透ます等により

敷地内で処理する計画とする提案をすること。 

（４） インフラ整備計画   

 受変電設備、電話・通信設備等の整備は関係事業者と協議し、遅滞なく整

備をすること。 

２ 火葬炉設備要件 

（１） 基本要件 

ア 火葬対象重量等 

        遺体７５ｋｇ、棺１５ｋｇ、副葬品１０ｋｇを標準とし、１００ｋｇ程

度の大型遺体及び市販メーカーが製造する最大サイズの棺の火葬も可能

なものとする。なお、燃焼計算においては７５ｋｇを標準値とし、性状、

組成については「火葬場の施設基準に関する研究」を参考とする。 

イ 火葬時間 

遺体の火葬にかかる時間は、バーナー着火から冷却終了し、収骨が可能

となるまで約８０分とし、火葬時間は６０分、冷却時間は２０分を目安

とする。ただし、遺体重量が上記アに示す７５ｋｇを超過する場合はこ

の限りではない。 
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ウ 火葬炉の運転回数 

火葬炉の運転回数は１炉当たり最大３回/日とする。 

（２） 炉数 

火葬炉は人体炉３基とし、棺寸法（長さ約２，１００ｍｍ、幅約７００ｍｍ、

高さ約６５０ｍｍ）が火葬可能とする。 

（３） 火葬炉主要設備概要 

ア 炉床方式は台車式とし再燃焼炉は主燃焼炉直上型とする。 

イ 使用燃料は現有炉と同じ白灯油とする。 

ウ 着火方式は電気式自動着火方式とする。 

エ 火葬炉は全炉同時稼働可能とする。 

オ ダイオキシン類等の再合成を防ぎ、急速に減温できる排ガス冷却方式と

する。 

カ 運転方式は火葬炉１炉とする。 

キ 排気方式は強制排気方式とする。 

ク 柩は霊柩車から告別室まで専用運搬車にて移送し、炉内台車に直接載せ

かえる柩運搬方式とする。 

ケ 収骨は炉内台車を運搬車にて収骨室まで移送し、収骨室で炉内台車にて

直接収骨する方式とする。 

（４） 安全対策 

ア 日常運転における危険防止及び誤操作による事故防止のためインターロ

ックシステムを設けるとともに、非常時には各装置がすべて安全側へ作動

するような緊急対策システムを設けるものとする。 

イ 停電時には非常用発電設備により火葬から冷却終了・収骨まで火葬炉３

基同時稼働可能な電力供給システムを構築すること。 

ウ 震度４以上を検知した地震時は、施設・設備が安全に停止できるシステ

ムとすること。 

エ 作業員の安全、事故防止には十分配慮すること。 

オ 作業員の火傷防止のため、機器のケーシング、ダクト等の表面温度は室

温＋３０℃以下となるよう断熱工事を行うこと。 

（５） 機器の配置 

設備・機器・装置の配置は、保守点検やオーバーホール等を考慮し、メン
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テナンスが容易な構造及び配置とするとともに、保守点検等の作業空間を

確保すること。 

（６） 公害防止保証値 

本施設の公害保証値は以下のとおりとする。 

なお、排ガス基準は排気筒１本当たりの値とする。 

ア 排ガス基準（排気筒出口） 

（ア） ばいじん量 ０．０５ｇ/㎥Ｎ以下 

（イ） 硫黄酸化物  ５０ｐｐｍ以下 

（ウ） 窒素酸化物 ２５０ｐｐｍ以下 

（エ） 塩化水素  ４３０ｐｐｍ以下 

（オ） 一酸化炭素  平均５０ｐｐｍ以下（最大値１５０ｐｐｍ以下） 

（カ） ダイオキシン類 １．０ｎｇ-ＴＥＱ/㎥Ｎ以下（０２濃度１２％     

換算） 

（キ） 残存酸素濃度  ６％以上（再燃焼炉出口） 

（ク） 排ガス温度  ２００℃未満（排ガス冷却設備出口） 

イ 悪臭物質濃度（規制基準 敷地境界線地表） 

（ア） アンモニア １．０ｐｐｍ以下 

（イ） メチルメルカプタン ０．００２ｐｐｍ以下 

（ウ） 硫化水素  ０．０２ｐｐｍ以下 

（エ） 硫化メチル ０．０１ｐｐｍ以下 

（オ） 二硫化メチル ０．００９ｐｐｍ以下 

（カ） トリメチルアミン ０．００５ｐｐｍ以下 

（キ） アセトアルデヒド ０．０５ｐｐｍ以下 

（ク） プロピオンアルデヒド ０．０５ｐｐｍ以下 

（ケ） ノルマルブチルアルデヒド ０．００９ｐｐｍ以下 

（コ） イソブチルアルデヒド ０．０２ｐｐｍ以下 

（サ） ノルマルバレルアルデヒド ０．００９ｐｐｍ以下 

（シ） イソバレルアルデヒド ０．００３ｐｐｍ以下 

（ス） イソブタノール ０．９ｐｐｍ以下 

（セ） 酢酸エチル ３．０ｐｐｍ以下 

（ソ） メチルイソブチルケトン １．０ｐｐｍ以下 

（タ） トルエン １０ｐｐｍ以下 

（チ） スチレン ０．４ｐｐｍ以下 

（ツ） キシレン １．０ｐｐｍ以下 



9 

（テ） プロピオン酸 ０．０３ｐｐｍ以下 

（ト） ノルマル酪酸 ０．００１ｐｐｍ以下 

（ナ） ノルマル吉草酸 ０．０００９ｐｐｍ以下 

（ニ） イソ吉草酸 ０．００１ｐｐｍ以下 

ウ 臭気濃度 

（ア） 敷地境界 １０以下 

（イ） 排気筒出口 ５００以下

エ 騒音基準（全炉稼働時） 

（ア） 作業室内  ８０デシベル以下 

（イ） 炉前ホール ６０デシベル以下 

（ウ） 敷地境界   ５５デシベル以下 

（規制基準 午前８時から午後６時まで） 

オ 振動基準（全炉稼働時） 

（ア） 作業室内 ６０デシベル以下 

（イ） 敷地境界 ６０デシベル以下 

           （規制基準 午前８時から午後７時まで） 

３ 保証 

（１） 責任施工 

        本設備の性能及び機能は、受注者の責任により発揮され、かつ保証され

なければならない。また、受注者は本要求水準書に明記されていない事

項であっても、工事の目的を達成する上で当然必要なものは、本組合（市）

と協議の上、受注者の負担で施工しなければならない。 

（２） 保証期間 

本設備の保証期間は正式引渡しの日から２年間とする。なお、部分引渡  

しが生じる場合はその日から２年間とする。 

（３） 保証内容 

ア 機器保証 

（ア） 保証期間中は、通常使用における消耗品を除き、本工事対象機 

         器のすべての機器を保証するものとする。 

（イ） 保証期間中に生じた設計・施工及び材質並びに構造上の欠陥に 
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                   よるすべての破損及び故障等は、受注者の負担により速やかに

修理、補修、改造又は交換しなければならない。ただし、本組

合（市）の誤操作及び天災等の不測の事故に起因する場合は、

この限りではない。 

イ 性能保証 

（ア） 本要求水準書で明示した処理能力や公害防止基準は性能保証事

項とする。 

（イ） 受注者は計量証明登録業者に実運転開始後、本要求水準書に明 

                        記した設備の性能を保証するための測定を行い、その結果を本

組合（市）報告しなければならない。 

（ウ） 測定の実施期間は実運転開始後の６ケ月以内とする。 

なお、十分な性能が得られない場合は、改造計画書を提出の上、

本組合（市）の承認を得て改造、補修、調整等の必要な処理を

受注者の責任において、改めて性能試験を行い、適正な性能が

発揮されることを確認しなければならない。この場合の経費は

受注者の負担とする。 

（エ） 受注者は、性能試験に際して試験項目及び試験方法を明記した  

                        性能試験受領書を作成し、事前に本組合（市）の承認を得なけ

ればならない。また、性能試験方法（分析方法、測定方法、試

験方法等）は、関係法令及び規格等を遵守すること。 

（オ） 性能は「第２ 基本的事項 ２ 火葬炉設備要件 （６）公害防 

  止保証値」に記載のあるすべての項目について保証すること。 

（カ） 性能試験における公害防止保証の軽量及び分析は本組合（市） 

の承諾する期間とする。 

（キ） 性能試験に係る費用はすべて受注者の負担とする。 

４  試運転及び運転指導 

（１） 試運転 

ア 受注者は工事期間内に順次、試運転を行うものとする。 

              なお、試運転を行う項目については試運転要領書を作成し、本組合（市）

の承認を得なければならない。 

イ 受注者は、試運転期間中、専門技術者を常駐させなければならない。 

ウ 試運転データ及び運転日誌は、受注者が作成し、提出しなければならな

い。 

エ 試運転期間中に行われる整備及び点検については、原則として本組合（市）

が立会うものとし、発見された不具合については、その原因と補修内容
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等を記載した補修実施報告書を作成し、本組合（市）の承認を得なけれ

ばならない。 

オ 試運転は、すべての炉について行うこと。 

カ 試運転に必要な経費は受注者の負担とする。 

（２） 緊急動作試験 

              本施設の運転時に予測される非常時を想定した緊急動作試験は、本組合

（市）が承諾した試験項目及び判定指標を記載した要領書にて行い、機能 

                の安全を確認すること。  

（３） 運転指導 

ア 受注者は、施設の円滑な運営に必要な機器の運転管理及び取扱いについ

ての運転指導計画書を作成し、それに基づく必要かつ十分な教育と指導

を本施設に配置される職員に対して行わなければならない。 

イ 運転指導は、試運転期間及び実運転時に行うこととし運転指導期間は研

修期間を含め供用開始後１０回程度とする。ただし、当該期間外であっ

ても本組合（市）の要請した場合には受注者の負担にて上記と同様に指

導を行うこと。 

ウ 運転指導期間中は、専門技術者を常駐させなければならない。 

エ 運転指導期間中の専門技術者に要する経費は受注者の負担とする。 

５  引渡し 

       受注者は、すべての工事が完了し設備が正常に機能することが確認され、本組合

（市）が行う各検査に合格した後、引渡しを行うものとする。 

なお、部分引渡しを行う場合も、同様とする。 

６ かし検査 

      本組合（市）は、既に引渡しが完了した火葬炉設備について、必要によりかし検査

行う。かし検査の実施は引渡しの日（部分引渡しを含む）から１年後及び２年後の

本組合（市）の指定日とし、以下の項目の確認を行うものとする。 

ア 通常の火葬業務に支障がないこと。 

イ 安定した運転が維持できていること。 

ウ 機器類に異音や異常振動がないこと。 

エ 所定の火葬時間を満足していること。 

オ 維持管理計画に準拠していること。 
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７  雑則 

（１） 疑義 

               本要求水準書について、設計または工事施工中に疑義が生じた場合、受

注者は本組合（市）と協議の上、決定する。 

（２） 変更 

ア 受注者は契約後、速やかに仕様内容及び工事内容等を記載した契約設計 

図書を作成・提出し、本組合（市）の承諾を得ること。 

イ 承諾された契約設計図書については、本組合（市）の指示による場合を 

除き原則として変更は認めないものとする。 

ウ 実施設計は、原則として承認された契約設計図書とする。 

なお、契約施設計図書に部分的な変更をする場合は、本組合（市）と協

議の上、承認を得なければならない。 

エ 実施設計期間中、契約設計図書について本要求水準書に適合しない箇所 

が発見された場合、又は本設備機能を確保できない箇所が生じた場合に 

は、受注者は本組合（市）の承認を得たうえで契約設計図書の改善、変 

更を行うものとする。 

オ その他、本工事内容に変更が生じた場合、受注者は本組合（市）の定め

る契約事項に則して対応するものとする。 

（３） 電気、燃料等 

試運転時の電気、燃料等本工事に必要な手続き、工事、維持管理、使用

料はすべて受注者の負担にて行うこと。 

（４） 現場管理 

本工事の現場施工期間の作業日には、現場代理人を常駐させるものとする。 

（５） 諸官庁への手続き 

本工事に係る関係諸官庁への必要な手続き及び書類の作成は受注者が行

うものとし、手数料及び諸経費はすべて受注者の負担とする。 

（６） 特許関係 

受注者以外に属する特許等を使用する場合には、受注者の責任及び費用

負担によるものとする。 

（７） 現場工事時間等の制限 
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作業は既存施設の運営に配慮することとし、作業時間は原則として午前

８時から午後５時までとする。 

（８） 廃棄物の処理・処分 

ア 本工事で発生する廃棄物の処分は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

及び「建設廃棄物処理ガイドラインのマニフェストシステム」等に基づ

き、受注者の責任において処理、処分を行うこと。 

イ「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等関係法令を遵守し、

施工計画書に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を添えて

本組合（市）に提出すること。 

（９） その他 

             工事期間中は、低騒音、低振動型の建設機械を使用する等、周辺環境に

十分配慮し、騒音、振動、粉じんの飛散等防止に努めること。 

              また、本要求水準書に明記されていない事項であっても、工事の性質上

当然必要と思われる事項については、受注者の責任において実施しなけ

ればならない。 



14 

第３ 提出図書 

     本事業における提出図書を以下に示す。（技術提案書提出時は不要） 

１ 契約設計図書 

（１） 契約設計図書内容 

受注者は、契約締結後、基本構想及び基本計画の策定作業が終了した際

は、速やかに本要求水準書に基づき以下の提出書類をまとめ、契約設計

図書として提出すること。 

なお、図面縮尺は図面内容に適した大きさとし、提出部数は３部とする。 

ア 施工計画書 

（ア） 各年度施工内容及び施行範囲 

（イ） 施工手順 

（ウ） 工程表 

（エ） 公害防止対策 

（オ） その他 

イ 契約仕様書 

        本要求水準書に記載する総則、提出図書、火葬炉設備仕様等をまとめた

仕様書とする。 

ウ 維持管理計画 

（ア） 維持管理概要書（維持管理基準等） 

（イ） 年間維持管理費計算書（30 年間の電気、燃料費等根拠及び費用） 

（ウ） 引渡し後、３０年間の補修計画（具体的に設備項目別に記入） 

（エ） 炉内耐火材の耐用度合（使用可能年数または使用可能件数） 

エ 各種計算書 

（ア） 燃焼計算書 

（イ） 各設備能力算定計算書 

（ウ） 制御及び計装一覧表 

（エ） 電気設備容量計算書 

（オ） システム運転時負荷計算書 

（カ） 各部面積算定書 

（キ） 構造計算書 

（ク） 雨水排水計算書 

（ケ） 電気設備負荷計算書 

（コ） 照度計算書 

（サ） 空調設備計算書 

（シ） 換気設備計算書 

（ス） 給排水衛生設備計算書 
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オ 図面 

（ア） 全体配置図 

（イ） 動線計画図 

（ウ） 平面図 

（エ） 立面図 

（オ） 断面図 

（カ） 内部及び外部仕上表 

（キ） 完成予想図（外観） 

（ク） 完成予想図（内観） 

（ケ） 設備フローシート 

（コ） 計装フローシート 

（サ） 設備各階配置図 

（シ） 設備配置断面図 

（ス） 築炉構造図 

（セ） その他火葬炉設備に係る図面（台車、バーナ、ファン排気筒等） 

（ソ） 電気設備図（制御シーケンスを含む） 

（タ） その他必要な図面 

２ 施工承諾図書 

（１） 施工承諾図書内容 

受注者は、本工事の施工にあたっては、事前に契約設計図書に基づき、

順次、製作図、施工図、計算書、要領書、検討書等を提出し、本組合（市）

の承諾を得てから工事に着手すること。 

なお、提出書類は次の内容のものとし、提出部数は各３部（うち１部返

却分）を提出すること。 

ア 施工要領書（搬入要領書、据付要領書、塗装要領書を含む） 

イ 火葬炉設備機器承諾図 

        （構造図、断面図、各部詳細図、組立図、主要部品図、付属品図等） 

ウ  検査要領書（工場立会検査等を含む） 

      エ 各種計算書、各種検討書 

      オ その他本組合（市）が指示する図書 

（２） その他の提出書類内容 

受注者は、本組合（市）との協議よる所定の期日までに下記書類を提出

すること。 

  ア 全体内訳明細書（書式は本組合（市）の指示による） 
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  イ 年度別内訳明細書（書式は本組合（市）の指示による） 

  ウ 打合せ議事録（３部、うち１部は返却） 

  エ その他必要な書類 

３ 完成図書 

（１） 完成図書内容 

受注者は、工事竣工に際して、完成図書として以下のものを提出すること。 

  ア 竣工図（Ａ３版２つ折り製本）  ５部 

  イ 施工図（Ａ３版２つ折り製本）  ３部 

  ウ 取扱説明書（火葬炉設備全体、各機器装置等） ５部 

  エ 機器台帳  ２部 

  オ 性能試験報告書 ３部 

  カ 工事関係書類 １式 

  キ 機器等検査及び試験成績書 １部 

  ク その他必要な図書 １式 

  ケ 上記の電子データ（ＪＷＷ及びＰＤＦ形式） １式 
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第４ 火葬炉設備工事仕様 

１ 共通事項 

     ア  火葬炉、機器、配管等は人の安全及び施設機能が確保できる耐震措置を講じる

こと。 

     イ  機器、配管等の騒音、振動防止対策を講じること。 

     ウ  歩廊、階段、手すり、ガード等を適切な場所に設置して転落防止対策を講じる

こと。歩廊は原則として行き止まりを設けず、階段の勾配は４５度以下とし蹴

上げ、踏み面の寸法は極力統一すること。 

     エ  設備ごとに階高を変えることは極力避け、階高は作業員の円滑な移動が可能で、

作業も適正な姿勢で行える高さとすること。 

     オ  煙道、配管、機器類等の高温になるおそれのある個所は、その表面温度が室温

＋３０℃以下になるように断熱材の種類、厚みを考慮すること。 

     カ  危険物対象機器・設備は関係法令に定められた表示板を取り付けること。 

     キ  復電時においても、安全かつ迅速に設備等の復旧ができること。 

２  設備概要 

（１） 炉設備本体 

ア  主燃焼炉 

（ア） 柩の収容、焼骨の取出しが容易で、制御に対する応答性が優れ、 

      密閉性が高いものとすること。 

（イ） 炉体は内部をセラミックファイバ、耐火レンガ、不定形耐火材、 

断熱レンガ等の耐火・断熱材、外部を鉄骨、鋼板で囲ったケー

シングの堅牢な構造とすること。 

（ウ） 炉の運転操作、補修や維持管理に考慮した構造とすること。 

（エ） 耐火断熱材の材質、厚みは運転条件を考慮した側壁、天井部な  

どへの伝熱計算を基にして、炉体の表面温度が室温＋３０℃以

下になるように計画すること。 

   イ 再燃焼炉 

   （ア）火葬開始の５～１０分前から再燃焼炉を予熱して主燃焼炉を着

火し、火葬開始から終了まで再燃焼炉温度を８００℃以上に維

持できる構造とすること。また、最大排ガス発生時で滞留時間

を１秒以上確保し、平均残存酸素濃度を６％以上に制御できる

構造とすること 

              （イ）有効容積を確保するため撹拌・混合性に優れ、燃焼低減が可能

な構造とすること。 

   ウ  前室 
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                  火葬前の最後の告別時に目につく場所であることを考慮し、遺族

の心情に配慮した美観と材質の仕上げとすること。 

エ 化粧扉 

                    自動開閉方式で手動でも開閉可能な構造とする。また、炉前室へ

の柩の収納及び火葬炉断熱扉との連携が安全・確実になされ、厳

粛な空間に整合すること。 

オ 断熱扉 

                    炉壁と密着する機密構造で、かつ開閉操作が容易で手動でも開閉

できる構造とし、インターロックをはじめとする安全確保のため

の機能を備えること。 

（２） 燃焼設備 

ア 主燃焼炉用バーナ 

（ア） 火炎形状が狭角長炎の形状とし、燃料及び燃焼用空気の制御が   

                    自在で、失火がなく安定した燃焼状態を維持できる構造とする

こと。 

（イ） 難燃部や収縮により移動した遺体への照射が可能なように上下 

     に傾斜できる構造とする。 

               イ 再燃焼炉用バーナ 

                 主燃焼炉から排ガス温度やガス量変化に迅速に対応し、炉内雰囲

気温度を常に８００℃以上に保つため、制御範囲が広く応答性に

優れた構造とすること。 

               ウ バーナ燃焼用送風機 

                 低騒音型の構造とし、騒音基準を満たさない場合は消音装置を組

込むこと。 

               エ 燃料供給設備 

                 灯油タンクを設置し、各バーナへの送油ポンプを設置すること。 

（３） 排気設備 

ア 強制排気装置 

           炉内を負圧に維持できる構造とする。また、適切な風量と圧力を

有し、高温での連続運転に対応できる構造とすること。 

イ 煙道・排気ダクト 

           煙道は、内周に断熱材を設け、外周は鋼板ケーシングとし、高温

部は保温工事を行うこと。排気ダクトは、排ガスの流量に適した

断面積を有し、火傷や火災のおそれ及びばいじんの堆積がなく、
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熱による膨張、収縮を考慮した構造とすること。 

ウ ダンパー装置 

                     燃焼用送風機、排ガス冷却装置、強制排気装置等の流量の制御を

行うために必要な箇所にダンパーを設け、十分な応答速度ならび

に耐久性に優れた構造とすること。 

エ 煙突（排気筒） 

排出ガスの大気拡散を考慮するとともに、高温ガスによる腐食や

排気に伴う騒音発発生が少ない構造、材質とすること。 

（４） 排ガス処理設備 

ア  排ガス冷却装置 

耐蝕性及び耐熱性に優れた材質を用い、ダイオキシン類の再合成

を防ぐため、再燃焼炉から排出される排ガスを急激に減温（２０

０℃以下）できる構造とすること。 

              イ  集じん装置 

           ばいじん濃度及びダイオキシン類を低減するため必要に応じ有効

な集じん装置を設けること。 

         ウ 有害ガス除去装置 

           必要に応じて、有害ガスを除去するための装置を設けること。 

（５） 雑設備 

ア 排水処理設備 

       場内から発生する排水を処理するための設備を設置すること。 

イ その他設備 

       必要に応じて、空気圧縮機等その他設備を設置すること。 

（６）電気・計装設備 

ア 化粧扉、断熱扉開閉制御装置 

           自動開閉、定点停止、燃焼機器とのインターロック機能を有する

構造とすること。 

イ バーナ火炎監視装置 

           主燃焼炉・再燃焼炉の失火・消火を確認でき、万一不着火の場合

はフレームアイ（ウルトラビジョン、プロテクトリレー）で警報

を発し、燃料を遮断できる構造とすること。 

ウ 炉内温度制御装置 

           炉内温度を指示温度に維持し、大気汚染物質を低減するとともに、
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使用燃料の低減化を図る構造とすること。 

エ 排ガス温度制御装置 

           排ガス冷却器等の入口、出口温度を検出して冷却用送風機等の回

転数やダンパ開度を制御し、適切な温度を維持できる構造とする

こと。 

オ 炉内圧制御装置 

           主燃焼炉・再燃焼炉の炉内圧を適切な圧力に維持できる構造とす

ること。 

カ 燃料供給制御装置 

           燃料供給は自動制御を行い、異常が発生した場合は緊急遮断でき

る構造とする。 

キ 排煙濃度監視装置 

          警報装置、一酸化炭素濃度計、排気筒監視カメラ及びテレビモニ

タ等で構成する排煙監視装置を設けること。 

ク 感震遮断装置 

           炉の運転中に地震などにより異常な振動を感知した場合に、燃焼

や機器の運転を安全に停止できる構造とすること。 

ケ 電気・計装制御盤 

           動力機器制御盤、計装機器制御盤、炉操作盤及び必要な各操作盤

を設け、中央監視盤による集中監視方式とすること。 

３ 機械設備仕様 

（１）炉設備本体 

ア 火葬炉本体 主燃焼炉 

（ア）型式 台車式寝棺炉 

     （イ）数量  ３基 

     （ウ）材質 ケーシング材 ＳＳ鋼板及び型鋼 

           耐火材 側壁・天井 セラミックファイバーｔ３０以上 

     （エ）主要項目 主燃焼炉出口温度 ８００℃以上 

             ケーシング表面温度 室温＋３０℃以下 

      （オ）付属品  その他付属品１式 

イ 断熱扉 

（ア） 型式 電動上下自動開閉式（手動に切替えができること） 

（イ） 数量 ３組 

（ウ） 付属品 その他付属品１式 
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         ウ 炉内台車 

（ア） 数量 ３台 

（イ） その他 予備台車１台及び移動装置その他付属品１式 

         エ 再燃焼炉 

（ア） 数量 ３基 

（イ） 材質 ケーシング材 ＳＳ鋼板及び型鋼 

      耐火材 側壁・天井 セラミックファイバーｔ３０以上 

（ウ） 主要項目 再燃焼炉出口温度 ８００℃以上９００℃以下 

     ケーシング表面温度 室温＋３０℃以下 

         （エ）付属品  その他付属品１式 

（２）燃焼設備 

ア 主燃焼炉用バーナ 

  （ア）数量  ３基 

          （イ）付属品 その他付属品 １式 

           イ 再燃焼炉用バーナ 

（ア） 数量 ３基 

（イ） 付属品 その他付属品 １式 

           ウ 燃焼用空気送風機 

（ア） 数量 ３基 

（イ） 付属品 その他付属品 １式 

エ  送油ポンプ 

（ア）型式  トロコイド型 

（イ）数量  ２台（うち１台予備） 

（ウ）燃料  灯油 

（エ）付属品 ストレーナー、流量計、圧力計、リリーフバルブ等 

オ 灯油タンク 

（ア）型式   地上式タンク 

       （イ）付属品  その他付属品１式 

（３）排気設備 

ア 強制排気装置 

（ア） 風量調整 自動インバータ制御 

（イ） 付属品 その他付属品１式 

イ 炉内圧力制御装置 

（ア） 付属品 その他付属品１式 
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            ウ 煙道 

（ア） 付属品 点検口等必要なもの１式 

            エ 風道 

            （ア）付属品  ダンパー等１式 

            オ 排気筒 

（ア） 型式 短煙突（雨水の侵入防止を考慮した構造とする） 

（イ） 高さ １ＦＬ＋１５ｍ以内 

（ウ） 排ガス温度 ２００℃以下 

（エ） 付属品 測定口等１式 

（４）排ガス処理設備 

                 ア  排ガス冷却設備 

           （ア）ガス温度  出口 ２００℃以下 

 （イ）付属品  その他付属品１式 

イ 集じん設備 

（ア） 付属品 その他付属品１式 

ウ 有害ガス除去設備  

（５）残骨灰吸引装置 

 ア 残骨灰用吸引装置 

         （ア）型式 ルーツブロアまたはターボブロア 

          （イ）数量 １基 

         （ウ）付属品 その他付属品１式 

 （エ）特記事項 

          ａ 低騒音で保守点検が容易な構造とすること。 

           ｂ 吸引装置は吸引側で操作できるようにすること。 

           ｃ 捕集灰は袋詰めで貯留できる方法とすること。 

           ｄ 袋詰めの際に灰が飛散しない構造とすること。 

           ｅ 灰排出装置から吸引装置への灰は自動搬出とすること。 

         イ 残骨灰用集じん装置 

（ア） 数量 １基 

（イ） 付属品 その他付属品１式 

ウ  残骨灰用吸引口 

(ア）型式  ジョイント方式 

（イ）付属品 その他付属品１式 
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（６）その他設備 

                 ア 炉前化粧扉 

               （ア）型式  電動式（手動に切り替えができること） 

               （イ）数量  ３基 

               （ウ）付属品 その他付属品１式 

 イ 柩運搬車・収骨用台車 

                   本運搬車は、柩を霊柩車から告別室及び炉前ホールまで運搬し、炉

内台車上に載せ替え、火葬終了後は炉内台車を収骨室まで運搬する

ための台車とする。 

（ア） 型式 電動走行式（充電器内蔵型） 

（イ）数量 柩運搬用２台  収骨用台車２台程度 

（ウ）付属品 バッテリー、充電器、その他付属品 １式 

（エ）その他 

ａ 手動操作が容易に行えること。 

ｂ バッテリーの容量は２日以上の通常作業が可能な容量とする

こと。 

ウ 排水処理設備 

          施設内から発生する排水を処理系統内にて処理するための設備を設

置すること。 

エ 雑設備 

          必要に応じて、空気圧縮機等のその他設備を設置すること。 

オ 保守点検工具 

          保守点検工具は本工事に含むこと。 

カ 予備品、消耗品 

予備品、消耗品は本工事に含まない。ただし、事前にリストを提出

すること。 

４ 電気設備仕様 

（１） 概要 

本設備の機器仕様及び工事の施工等は本仕様の他、「第１総則 ４ 関

係法令等（２）適用基準及び仕様書等」による。 

ア 本設備は、火葬炉設備に必要なすべての電気計装設備とし、火葬炉

設備の運転管理面で作業効率の向上及び安全を確保すること。 

イ  建設工事中においても、既存施設の運営に支障をきたさないように、

受電計画の設計、施工を行うこと。 

ウ 少人数で火葬業務が可能な自動制御システムを導入し、操作及び維
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持管理が容易であり、省エネルギー化した設備とすること。 

エ 火葬炉設備は全自動で運転できるようにし、各炉毎の運転制御を原

則とする。運転及び制御は中央監視室及び現場操作盤から行い、プ

ロセス監視に必要な機器、状態表示、警報類を備えること。 

オ 監視制御は集中方式とする。 

カ 監視制御設備および計装設備の電源は、商用電源停電時および非常

用発電機停止時においても火葬炉の運転監視に支障のないように無

停電電源装置を設けること。また、監視制御設備が機能しない場合

でも手動にて火葬が可能な制御システムとすること。 

キ 自動制御機器については、手動操作も可能なものとし、中央監視盤

と現場操作盤の切り替え操作が容易なものとすること。 

ク 火葬中において、火葬炉内圧の急激な変動に対して常に適正な炉圧

を保つように制御すること。 

ケ 炉内台車を炉内に入れ、炉前化粧扉および断熱扉の閉じたことを確

認した場合のみバーナが着火するシステムとすること。 

コ 監視制御におけるダンパおよび弁類の開閉表示は、可変制御する場

合は開度表示とし、２位置制御する場合は開閉の表示を行うこと。 

サ 現場取付発信器または信号変換器等の取り付け位置は、周囲の状況

および雰囲気を考慮し、計器の信頼性、維持管理を十分考慮したも

のとすること。また、各機器のインターロックについては、保守点

検時には解除できるスイッチを設けること。検出端には保守点検が

できる点検歩廊を設けること。 

シ 各炉は運転時間の積算ができるシステムを構築すること。 

ス 現場操作盤等は、機器に近接した保守点検が容易な場所に設置し、 

設置環境に適した仕様、材質、塗装とすること。 

セ 帳票関係は、火葬炉設備の運転日報、月報、年報、故障履歴及び火

葬台帳等の作成、保存が可能なシステムを設置すること。 

ソ 盤類は原則として防じん構造とすること。 

タ 避雷設備を設けること。 

チ 電線およびケーブルの敷設はケーブルラックおよびダクトを使用

し、要所には行き先表示を行うこと。 

ツ 電線の敷設は電線管や線ぴを用い、露出部は金属管、隠ぺい部は合

成樹脂管や合成樹脂可撓管を使用し、要所には行先表示を行うこと。 

（２） 電気方式 

               ア 受電電圧  交流三相３線方式 ６．６ｋｖ  ５０Ｈｚ １回線 
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               イ 配電種別  一般線または専用線 

               ウ 配電方式及び電圧 

（ア） 高圧配電 交流三相３線式 ６．６ｋｖ 

（イ） プラント動力 交流三相３線式 ２１０Ｖ 

（ウ） 建築動力  交流三相３線式 ２１０Ｖ 

（エ） 保守用動力 交流三相３線式 ２１０Ｖ 

（オ） 照明、計装 交流三相３線式 ２１０Ｖ/１０５Ｖ 

               交流単相２線式 １０５Ｖ 

（カ） 操作回路  交流単相２線式 １０５Ｖ 

                    直流１００Ｖ 

（キ） 直流電源装置 直流１００Ｖ 

（ク） 電子計算機電源 交流単相２線式 １０５Ｖ 

（３） 受配変電盤設備工事 

ア 構内引込用柱上開閉器 

            電力会社との財産・責任分界点用として設置すること。 

（ア）形式 地絡方向継電器付過電流ロック型 

               （イ）数量 １基 

               （ウ）定格 ７．２Ｋｖ 

               イ 高圧受電盤 

受電用遮断器は短絡電流を安全に遮断できる容量とすること。 

受電用保護継電器は、電気設備技術基準に基づくとともに、電力会

社と協議によって決定することとし、電力会社との財産・責任分界

点用として設置する。 

（ア） 形式 地絡方向継電器付過電流ロック型 

（イ） 数量 １基 

               ウ 高圧配電盤 

                   変圧器等、各高圧機器の一次側配電盤とし、各機器を確実に保護で

きるシステムとすること。 

（ア） 形式 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型（ＪＥＭ１４２５ＣＷ形に準  

 ずる） 

エ 高圧変圧器 

                   電気方式に応じ必要な変圧器を設置すること。 

（ア） プラント動力用変圧器 

ａ 形式  高効率モールド変圧器 

ｂ 電圧 ６．６ｋｖ/２１０Ｖ（三相３線式） 
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ｃ 絶縁階級  Ｆ種 

   （イ）建築動力用変圧器 

                 ａ 形式 高効率モールド変圧器 

                 ｂ 電圧 ６．６ｋｖ/２１０Ｖ（三相３線式） 

                 ｃ 絶縁階級 Ｆ種 

                （ウ）照明等用変圧器 

                 ａ 形式 高効率モールド変圧器 

                 ｂ 電圧 ６．６ｋｖ/２１０/１０５Ｖ 単相３線式 

                 ｃ 絶縁階級 Ｆ種 

オ 高圧進相コンデンサ 

                   コンデンサ群容量は、受電点の力率を（９０～９５）％程度まで改

善できる容量とする。 

（４） 電力監視設備 

ア 電力監視盤  

必要に応じて設置すること。 

（５） 低圧配電設備 

                配電電圧や配電方式は、機器の使用目的並びに容量等を考慮して決定

し、原則として電気方式に準じて計画すること。配電系統の単純化を図

り、監視のため、必要な計器類を取り付けること。 

 ア 低圧配電盤 

（ア） 形式 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形 

（６） 動力設備 

本設備は、制御盤、監視盤、操作盤等から構成され、負荷の運転、監視

及び制御が確実に行えるもので、主要機器は遠隔操作方式を原則とする。

（遠隔操作になじまないものは除く。）また、必要に応じ、現場にて単

独操作もできる方式とすること。 

ア 動力制御盤 

（ア）型式 鋼板製屋内閉鎖自立形 

                イ 現場操作盤 

                現場操作に適切なように個別または集合して設け、屋外、腐食環境、

多湿箇所に設置するものはＳＵＳ製とする。 

（ア） 型式 鋼板製屋内閉鎖自立形 

ウ  配線及びケーブル工事 
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                   配線の方法及び種類は、敷地条件、負荷容量及び電圧降下等を考慮

して決定すること。 

（ア） 工事方法 

配線工事、ケーブル工事、金属ダクト工事、ケーブルラック工事、

金属管工事、バスダクト工事、地中埋設工事など、各敷設条件に

応じ適切な工事方法とすること。 

（イ） 接地工事 

接地工事は、電気設備技術基準に定められているとおり、Ａ種、

Ｂ種、Ｃ種、Ｄ種接地工事等の設置目的に応じ、適切な設置工事

を行うものとすること。また、避雷器用及び電気通信用の設置工

事などは、対象物に適合した工事を行うこと。 

（７） 非常用発電設備 

受電系統の事故等による停電時において、保安用及び火葬設備３基同時

稼働可能な容量を持つ非常用電源設備を必要に応じて設置する。常用電

源喪失後４０秒以内に自動的に所定の確立できるものとすること。 

                ア 原動機 

（ア） 数量 １基 

（イ） 燃料 軽油 

（ウ） 冷却方式  ラジエター 

                イ 発電機 

                （ア）数量 １基 

（８） 無停電電源設備 

              本装置は、全停電の際、万一非常用発電機が運転されなくても１０分以

上は供給できる容量とすること。 

（ア） 数量  １基 

（９） 計装制御盤 

本設備は、システム全体の管理及び下記の周辺装置への入出力を総括管

理するものであり、火葬炉設備の安定した運転、制御に必要な装置・計

器等１式を設ける施設の運転に必要な装置及びこれらに関係する計器等

を含むこと。 

ア 中央監視制御装置（集中監視方式） 

イ 現場操作盤 

ウ モニター設備（敷地、施設内監視カメラ用及び排ガス分析表示用） 
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５ その他工事 

（１）配管工事 

ア 使用材料及び口径は、使用目的に最適なものを使用すること。 

                 イ 弁・継手等配管材料はすべてＪＩＳ規格品を使用すること。 

         ウ 壁貫通部及び雨水流入の考えられる箇所は水切り施工すること。 

         エ 弁類はＪＩＳ規格１級品を使用すること。 

         オ 振動・衝撃等が考えられる箇所は、防振継手を使用すること。 

         カ 各配管は、必要に応じて凍結防止、結露防止対策を講じること。 

          キ 配管について消防署等に指示がある場合は、受注者の責任におい 

てその指示に従い施工すること。 

（２）保温断熱工事 

                 ア 火葬炉設備の性能保持、作業の安全のために、必要箇所に保温断

熱工事を行うこと。 

                 イ 煙道、ダクト、配管、機器類の高温となるおそれがある箇所につ

いては、その表面温度が機械室にて室温＋３０℃以下となるよう

断熱材の種類、厚みを決定し施工すること。 

                 ウ 保温、断熱材表面は、すべて亜鉛メッキ鉄板または同等品で施工

すること。 

（３）塗装工事 

                  ア 本設備に係る機器、配管、架台等で本組合(市)が特に不要と認め

たもの以外はすべて塗装すること。 

                 イ 機材、装置は原則として現場搬入前に防錆塗装をしておくこと。 

                  ウ 塗装部は、汚れや付着物の除去、化学処理等の素地調整を十分行

うこと。 

                  エ 塗装材は塗装箇所に応じ耐熱性、耐蝕性、耐候性等を考慮するこ

と。 

                  オ  危険物対象機器・設備は法規に定められた表示板を取り付けるこ

と。 

                 カ 塗装仕上げは２回塗りとすること。 

  キ 配管・ダクトには、わかりやすい位置に流体名・流動方向を記入

すること。 
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第５ 土木・建築工事仕様 

１  共通事項 

（１）機能上の配慮 

施設内部の各室及び機器の配置は機器の保守管理と作業性を考慮し、安

全で総合的な機能が十分発揮されるものとすること。 

（２）環境との調和 

施設の形状及び色彩等については、周辺環境に配慮し、調和のとれたも

のとすること。 

（３）意匠計画 

外観の意匠は、周囲環境と調和のとれたものとし、単純な形状及びデザ

インとすること。屋根形状については原則として勾配屋根とすること。 

（４）構造計画 

待合部門については建設コスト削減や将来の社会情勢の変化に対応で

きるよう、容易に改修できる木造または鉄骨造などの構造を計画するこ

と。 

他の部門は官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説に基づき、構造体は

Ⅱ類、建築非構造体はＡ類、建築設備は甲類とすること。 

（５）使用材料 

原則としてＪＩＳ等の規格品など、特殊なものではなく広く一般的に使

用されているものとし、高い耐久性があり、将来の改修時の経済性や容

易性に十分配慮した材料を使用すること。 

（６）その他 

工事中は施設利用者の動線を優先し、要所に交通誘導員を適切に配置し

て安全確保に努めること。また、既存施設と工事区域の間には仮囲い（Ｈ

＝１．８ｍ程度）を設置すること。 

  ２ 施設配置計画 

（１）基本条件 

ア 敷地内に設置する施設等は使用目的に合理的に配置すること。 

イ メンテナンスを考慮した構造、配置、動線とすること。 

ウ 敷地の東側は傾斜地となっているため、万一の土砂崩れ等の際に

も利用できるよう配慮した構造、配置計画とすること。 

（２）対象施設 

ア 火葬場     １棟 

イ 駐車場     １式 

ウ その他（案内看板等）    １式 
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（３）インフラ整備 

本事業に必要なインフラ整備は、受注者にて実施し、詳細に関しては

受注者の責任にて、それぞれの管理者に確認すること。 

（４）敷地造成計画 

ア 工事中は濁水が事業区域外に流出しないように対策を講じること。 

イ 火葬場本体の設計地盤高は現況地盤高よりも長流川の氾濫等を考

慮し 0.5ｍ～１ｍ程度高くし、土盛りする計画とすること。 

ウ 事業区域外との土の搬入・搬出はできるだけ低減すること。 

エ 雨水が事業区域外に流出しないように対策を講じること。 

３ 建築施設 

（１）一般事項 

ア 本施設はユニバーサルデザインに配慮した計画とすること。 

イ 設計にあたり、華美なものでなく建設コストおよびランニングコ

ストに配慮した施設づくりをすること。 

ウ 遺族や会葬者のプライバシーを確保した計画とすること。 

エ 諸室の用途に応じた想定収容人数等を考慮した計画とすること。 

オ 炉前ホール、告別室・収骨室、各室の構成空間を考慮し、効率的

で合理的な動線計画とすること。 

カ 遺族や会葬者が利用する部分はバリアフリーとすること。 

（２）火葬部門 

ア 共通事項 

（ア） 火葬１件あたりの遺族等総数は（会葬者、葬祭業者、僧侶等を 

       含む）は、平均３０人程度を施設計画上の基準とすること。 

（イ） 柩運搬車及び炉内台車運搬車の通行経路は振動など出ないよう 

                   に平なもので仕上げ、またドアレール等による段差を設けない

こと。 

イ 炉前ホール 

（ア） 遺族や会葬者が柩の炉入れを見送れること。 

（イ） 炉の化粧扉の仕上げは、建築意匠設計により、室内意匠と調和 

  を図ること。 

（ウ） 動線計画に基づき、適正規模で計画すること。 

ウ 告別・収骨室 

（ア） 想定収容人数は３０人程度とすること。 

＜告別＞ 
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（ア） 遺族や会葬者が柩を囲み、最後のお別れができること。 

（イ） 焼香の煙を室外に排気し、臭気や汚れの付着に配慮すること。 

＜収骨＞ 

（ア） 遺族が収骨を行えるスペースを確保すること。 

（イ） 清潔を保つため、長年にわたる微細粉、臭気の付着には十分な  

対策を行うこと。 

（ウ） 収骨時の火傷防止対策などに 配慮すること。 

             エ 倉庫等 

（ア） 火葬に必要な道具類、消耗品類、掃除用具、除雪道具等を保管 

    する倉庫等を設けること。 

（イ） 柩運搬車は使用しやすく目立たない位置に格納する空間を確保 

  すること。 

           オ 炉室及び炉機械室 

（ア） 火葬炉３基及び付属機器等のスペースを確保すること。 

（イ） 保守点検が容易に行えるよう火葬炉設備を配置すること。 

（ウ） 炉の発熱、騒音、振動を考慮した構造及び仕上げとすること。 

カ 監視室等 

（ア） 火葬炉の稼働時及び保守点検時に適切な監視が行えるとともに、 

 監視機器等のメンテナンスが容易に行える機器配置とすること。 

（イ） 監視室には炉室の状況が目視できる窓等を配置すること。 

（ウ） 監視室横に休憩室、手洗所、トイレ、更衣室を設けること。 

キ 灰処理室 

（ア） 収骨後の残骨灰を集積し、一時保管できる専用室を設けること。 

（イ） 残骨灰の搬出に係る出入り口の位置を考慮すること。 

（３）待合部門 

ア 車寄せ 

（ア） 霊柩車及び送迎バス等が横付けできる乗降スペースを計画する  

 こと。 

（イ）傘等の雨具を使用せずに霊柩車及び送迎用バス等の乗降が行え 

 るようにすること。 

イ エントランスホール 

（ア） 施設案内板を設置すること。 

（イ） 火葬受付、火葬許可証の内容確認、火葬証明書の交付等を行う 

   ため、事務室に面した位置に受付カウンターを設置すること。 

ウ 待合室等 
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（ア） 待合室等を設置すること。 

（イ） 待合室等は動線を考慮し適正規模とすること。 

（ウ） 待合室等は、くつろげるゆとりをもったスペースとすること。 

（エ） 遺族や会葬者が火葬待ち時間に、休憩、懇談、飲食等に利用で 

  きること。 

（オ） テーブルおよび椅子等を設置すること。 

エ 待合ロビー 

（ア） 待合室を利用しない遺族や会葬者にも対応できる設計とするこ 

と。 

（イ） ソファー等家具、テレビ等を設置すること。 

（ウ） 動線計画に基づき適正規模で計画すること。 

オ 自動販売機等コーナー 

（ア） 利便性に配慮した設計とすること。 

（イ） 電気使用量を検針するためのメータを設置すること。 

カ トイレ 

（ア） 男女別に適切な数の便器および洗面器を設けること。 

（イ） オストメイト対応の多目的トイレを１か所設置すること。 

（４）管理部門 

ア 事務室 

（ア） エントランスホールに隣接させ、分かりやすい位置に受付窓口 

   を設けること。 

（イ）休憩室、給湯室を併設すること。 

イ 諸室 

（ア） 空調機械室、倉庫等は動線を考慮して適切に配置すること。 

（イ） 用途を考慮した構造及び仕上げとすること。 

（５）建築機械設備 

ア 一般事項 

（ア） 建築機械設備の設計・施工にあたっては「第４ 火葬炉設備工 

                    事」に定める仕様と十分連携をとるとともに、設備・装置・機

器等の仕様、運転方法、維持管理方法についても統一化を図る

こと。 

（イ） 設備・装置・機器等の設計・施工にあたっては、関係法令を遵  

     守し、十分安全な構造とするとともに、火葬炉設備と協調させ

ること。 
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（ウ）特に騒音の著しい装置・機器は、吸音、消音対策を講じること。 

（エ）配管については、勾配、保温、塗装（配管種別色）、表示、耐

酸、火傷防止、防露及び防振対策を十分考慮し使用別に材質、

保温、施工方法等の仕様等を定めること。 

（オ）塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。 

イ 空気調和設備・暖房設備 

（ア） 各室の規模、用途、使用時間とランニングコストを考慮し、適   

切な設備を設置すること。 

（イ） 操作及び保守管理が容易なものとすること。 

ウ 換気設備 

（ア） 各室の規模、用途、使用時間とランニングコストを考慮し、適 

  切な設備を設置すること。 

（イ） 操作及び保守管理が容易なものとすること。 

（ウ） 火葬炉や電気室等発熱が認められる室は、発熱計算を行い、適 

   切な換気設備により室内許容温度以下とすること。 

（エ） 外気に接する箇所等結露が発生する部位や機器等には断熱工法  

を採用すること。 

エ 排煙設備 

（ア） 排煙方式は自然排煙とすること。 

オ 給水設備 

（ア） 上水道は敷設されていないため、原則として既存井水を利用す 

 るものとするが、必要に応じて新たに井水設備を設けること。 

（イ） 飲料用水については、市販水タンクを利用した計画を検討する 

こと。 

（ウ） 給水栓、給水口、散水栓等は使用場所に適したものを使用する 

こと。 

カ 衛生器具 

（ア） 用途に応じ適切な配置とすること。 

（イ） 大便器は全て洋式（温水洗浄便座付き）とすること。 

（ウ） 小便器は壁掛け式（センサー感洗浄付き）とすること。 

（エ） 手洗い器は水せっけん入れを付属品として取り付けること。 

キ 汚水排水設備 

（ア） 汚水及び雑排水は、合併処理浄化槽を敷地内に設け、放流は敷 

 地内でトレンチ管や浸透池等を整備し処理すること。 

（イ） 排水器具は、使用用途十分に考慮し適切に計画すること。 

ク 消防設備 
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                  所轄消防と十分協議を行い、適切に設計、施工を行うこと。 

（６）建築電気設備 

ア  一般事項 

（ア） 建築電気設備の設計・施工にあたっては「第４ 火葬炉設備工 

                   事仕様」に定める内容と十分連携をとるとともに、設備・装置・

機器等の仕様、運転方法、維持管理方法についても統一化を図

ること。 

（イ） 設備・装置・機器等の設計・施工にあたっては、関係法令を遵 

守し、十分安全な構造とするとともに、火葬炉設備と協調させ

ること。 

（ウ） 電源等の喪失による関係装置、機器回路保護等の動作方向はプ 

 ロセスの安全サイドに働くようにすること。 

（エ） 保護方式は、原則として過電流及び地絡保護装置を設け、火葬 

 炉電気設備と保護協調を図ること。 

（オ） 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。 

（カ） 露出箇所の鋼管類はすべて仕上げ塗装を行うこと。 

イ 動力設備 

（ア） 動力制御盤 

必要に応じ設置するものとする。 

              ウ 照明コンセント設備 

（ア） 分電盤 

              ａ  鋼板製埋め込み型または壁掛け型とすること。 

                      ｂ 居室外に設ける場合は、簡易防じん型とし、必要に応じて防

湿、防滴型とすること。 

              ｃ 盤内分岐回路は予備回路（１０％程度）を設けること。 

（イ）  照明方式等 

ａ 全般照明を基本とし、装置機器等の点検上必要な箇所は、局

部照明を行うこと。 

ｂ 誘導灯、誘導標識は所轄消防と十分協議し、設置すること。 

ｃ 中央制御室等の照明は、モニター操作、監視作業を十分考慮

したものとすること。 

ｄ 外灯は最寄りの分電盤から配電すること。 

（ウ） 照明器具等 

ａ 一般照明は原則、すべてＬＥＤ型とし、取付け場所により適

切な型の灯具を採用すること。 

ｂ 機械室等に取り付ける照明器具には必要に応じてガードを
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設置すること。 

（エ） コンセント 

ａ コンセントは一般コンセント（２口コンセント）、機器用コン

セントを設置すすること。 

ｂ コンセントの設置数及び設置位置は、適切に設け取り付け場

所の状況により防じん型を採用すること。 

エ 電話設備 

                  電話回線は適切に設け、光回線用の予備配管を設置すること。内線

電話は、事務室、監視室、休憩室に設置すること。 

オ テレビ共聴設備 

          地上デジタル放送用アンテナ及びその他受信設備を設置すること。 

カ 防犯警備設備 

                  防犯用の機械警備の設置が可能なように電気配管工事（空配管工事）

を行うこと。 

（７） 外構工事 

               ア 駐車場 

                 駐車場は大型バスが走行可能なアスファルト舗装とし、可能なかぎ

り透水性を考慮すること。 

（ア） 遺族等駐車場 

ａ  構内道路から建物車寄せまでの動線が明確で安全な計画と

すること。 

ｂ  車いす使用者用駐車場を１台以上計画すること 

ｃ  普通自動車用及びバス用の駐車台数は必要に応じ適切に計 

画すること。 

（イ） 職員等駐車場 

                   ａ  遺族等駐車場とは明確に分離すること。 

                   ｂ  駐車台数は施設関係職員分３台程度を計画すること。 

（ウ） 植栽 

ａ 植栽を計画する場合は、高木ではなく低木とすること。また、 

暴風雨等の際倒木により施設の運営に支障となる可能性が

ある既存樹木については伐採等を行うこと。 



36 

第６ 解体工事仕様 

  １ 基本事項 

（１） 解体工事撤去工事の範囲 

解体撤去の工事範囲は、既存火葬場、その他関連施設、設備すべてと 

する。解体撤去工事に際し、新火葬場建設工事に係る敷地内にある解

体対象施設・設備を事前に調査し本組合（市）の承諾を得ること。な

お、当該事前調査に該当がなく、開示する図面等にも記載のない工作

物の撤去等については本組合(市)と協議を行うこと。 

（２） 解体撤去工事の設計 

事前調査の結果を基に関係法令等に従い、解体工事施工計画書、除却届 

等を作成し、本組合（市）の承諾を得ること。 

（３） 施工 

ア 施工計画等 

            解体工事工程表、解体施工要領書等を作成すること。 

イ ダイオキシン類対策 

                   既存施設のダイオキシン類対策について事前調査を行い、関係法令 

に従い適切に処理及び処分を行うこと。 

ウ 吹付けアスベスト類対策 

                   既存施設の吹付けアスベスト類対策については事前調査を行い、関 

係法令に従い適切に処理及び処分を行うこと。 

            エ ＰＣＢを含む廃棄物の処置 

               既存施設の変圧器等については事前調査によってＰＣＢの有無を確 

認し、含むことが確認された場合は、本組合（市）が指定する保管 

場所へ移送すること。 

オ 基礎等の撤去 

                  解体対象物の基礎はすべて撤去し、撤去状況を記録すること。 

カ 埋設配管等の撤去 

                  敷地内の電気、給水、排水等の埋設配管及び地下工作物はすべて撤

去すること。 

キ 廃棄物 

                  解体撤去に伴い発生した廃棄物は関係法令に従い、適正に処理・処 

分を行うこと。 

ク  周辺環境の保全 

                  解体工事期間中は、施設利用者等の安全確保ならびに本施設の周辺
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環境に十分配慮し、低騒音、低振動重機の採用や解体工事中の振動、

騒音、粉じん等の発生に留意すること。 

ケ その他 

                  解体工事に先立ち、解体工事施工計画書を本組合（市）に提出し、

必要な仮設工事を実施した後に解体及び撤去を行うこと。 

２ 解体対象物 

「第１総則 ２事業対象施設等の概要 （３）既存施設の概要」による。 
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第７  本事業の留意点 

１  火葬場施設等整備事業における業務の留意点 

（１）基本構想・基本計画策定業務 

ア 受注者は、業務の着手に際しては基本構想・基本計画策定業務計画

書を作成し本組合（市）の承認を得ること。 

イ 受注者は策定業務の遂行にあたり本組合（市）と十分な協議を行い、

進捗状況を定期的に報告すること。 

ウ 受注者は本組合（市）が議会や住民に対し策定業務に関する説明を

行う際は、必要な資料を提供するするとともに、必要に応じて協力

をすること。 

（２）設計業務 

ア  受注者は、業務の着手に際しては設計業務計画書を作成し、本組合

（市）の承認を得ること。 

イ 受注者は、本組合（市）の要望を踏まえた提案書の内容に従って本

施設の基本設計及び実施設計を行い、本組合（市）の承認を受けた

後に建築確認申請を行うこと。 

ウ 受注者は、設計業務の遂行にあたり本組合（市）と十分な協議を行

うとともに、設計業務の進捗状況を定期的報告すること。 

エ 本組合（市）は、設計業務の進捗状況及び内容について随時確認で

きるものとする。 

オ 受注者は、本組合（市）が議会や住民等に対し設計業務に関する説

明を行う場合など必要な資料を提供するするとともに、必要に応じ

て協力すること。 

             カ 当該施設は都市計画法による開発行為は不要であり、都市計画法施

行規則第６０条による証明が必要であるが、開発行為に準じて設計

を行うこと。 

（３）建設業務 

ア 受注者は建設業務の着手に際しては施工業務計画書を作成し、本組

合（市）の承認を得ること。 

（４）工事監理業務 

ア  受注者は、設計業務において本組合（市）の承認を得た設計図書に

基づき、建築工事及び土木・外構工事等について建築工事監理業務

委託共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）に準拠して工
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事監理業務を実施すること。 

イ  受注者は、工事監理の進捗状況について本組合（市）に定期的に報

告すること。 

ウ  本組合（市）は工事監理業務の進捗状況及び内容について、随時確

認できるものとする。 

（５）施設引き渡し業務 

新火葬場共用開始後及び施設全体工事完了後について、受注者は事

業契約書の定めに従い、施設及び関係書類の引渡しを実施すること。 

（６）備品等設置業務 

ア 本事業における備品等は、すべて受注者にて選定し、設置すること。

なお、備品等の種類・数量、調達方法は提案とする。 

イ 受注者が調達する備品等の選定にあたっては本組合（市）の承認を

得ること。 
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