
基本方針

背景・目的

建設から43年経過による老朽化

・建築物・火葬炉設備の老朽化や劣化

・耐震性能における不足

・葬送ニーズの変化へ対応するために必要な

設備の不足

現葬斎場の現状

現状から課題を抽出・整理

葬斎場整備の基本事項についてまとめる

・葬斎場整備の基本方針
・本組合に必要な施設規模および施設機能
・設備の概要
・建設地
・整備の事業手法及び今後の運営手法
・事業スケジュールなど

本計画の目的

計画の位置づけ

第8次東神楽町総合計画

本計画

東神楽町都市計画マスタープラン

東神楽町新墓園基本計画

東神楽町花のまち景観計画

建設基準法

東神楽町墓地、埋葬等に関する
法律施行細則

既存施設の概要

敷地面積：2,705.0㎡
建築面積：516.68㎡
火葬炉：3基
竣工：昭和51年10月30日
主な諸室：炉前ホール、作業室、斎場、ロビー、

休憩室（3室）、事務室
位置：東神楽町東1線12号3番地

東川町から約7ｋｍ、美瑛町から約10.5ｋｍ、
旭川市から約11ｋｍ

将来需要予測と必要火葬炉数

2036-2040年のピーク期における3町合計の年間平均火葬数は454件と推計

・一日当たりの火葬数が4件以上の日は、年間で24日。

→その年の状況によっては、増える可能性もある。

・組合外として旭川市民の利用も想定される。

・火葬の予約状況は10:00～12:00に集中。

→繰り上げ法要に影響のない火葬のためには、上記時間帯に4件の受入が必要。

・収骨後、炉内清掃や次の火葬準備を含めると、火葬炉の運転間隔は2時間30分必要。

施設整備のコンセプト及び基本方針

（仮）コンセプト 雄大な大雪山連峰を望む永遠の安らぎと癒しの場 大雪葬斎場

プライバシーに配慮した安らぎある別れの葬斎場

・故人との最後のお別れの場として、思い思いのお別れ
ができる葬斎場

・将来の火葬需要や葬送の多様化に対応する葬斎場

周辺環境に配慮した葬斎場

・周辺風景と調和した外観デザイン
・地域環境に配慮した葬斎場

品質とコストバランスが取れた葬斎場

・品質を保ちながら建設コストの縮減を目指した葬斎場
・LCC（ライフサイクルコスト）の縮減を図り
長期利用に耐える葬斎場

誰にでも優しい癒しの葬斎場

・移動がしやすいユニバーサルデザインの空間

・哀惜の気持ちを癒す空間

平面構成タイプの比較

一体型（ユニットタイプ） 4基の火葬炉

４
基
の
火
葬
炉
が
必
要

大雪葬斎場の位置（広域図）

①告別分離型 ②収骨分離型 ③告別収骨分離型 ④一体型

概要

告別（焼香・読経）は
告別室で行い、柩見送
り及び収骨は炉前ホー
ルで行う、現葬斎場と
同様のタイプ。

告別（焼香・読経）及
び柩見送りは炉前ホー
ルで行い、収骨は収骨
室で行うタイプ。

告別（焼香・読経）は
告別室、柩見送りは炉
前ホールで行い、収骨
は収骨室で行うタイプ。

炉前ホールを分割し、
告別（焼香・読経）、
柩見送り、収骨の全て
を炉前ホールで行うユ
ニットタイプ。

動線 △
動線が交差し複雑にな
る。

△
動線が交差し複雑にな
る。

△
動線が交差し複雑にな
る。

○
シンプルでスムーズな
動線が確保できる。

プ ラ イ
バ シ ー
確保

×
動線が交差しているた
め、別家族同士が顔を
合わせる可能性がある。

×
動線が交差しているた
め、別家族同士が顔を
合わせる可能性がある。

△

動線の交差はあるが、
告別・収骨が分離され
ており、別家族が顔を
合わせるリスクは軽減。

○

動線の交差がなく、炉
前ホールが分離されて
いるため、告別・見送
り・収骨までプライ
ベートな空間が確保で
きる。

汎用性 ×

待合室と各部屋が分離
されているため、部屋
をユニット化させるこ
とができない。

×

待合室と各部屋が分離
されているため、部屋
をユニット化させるこ
とができない。

×

待合室と部屋が分離さ
れているため、部屋を
ユニット化させること
ができない。

○

待合室を含め、ユニッ
トとして一体で使うこ
とができ、直送や簡易
な葬儀にも対応可能。

受入 ×

部屋の関係で、時間を
ずらして行う必要があ
り、同じ時間帯に多く
の受入れは困難。

×

部屋の関係で、時間を
ずらして行う必要があ
り、同じ時間帯に多く
の受入れは困難。

△

部屋が分離されている
ため、受入れ数を増や
すことが可能。ただし
職員の負担は増える。

○

ほぼ同時に2ヵ所で葬儀
を行えるため、受入れ
人数を増やすことが可
能。

事例数 △
全国で比較的事例は少
ないが、現葬斎場と同
様のタイプ。 △

全国で比較的事例は多
いが、③告別収骨分離
型よりは少ない。

〇
全国で比較的事例が多
く、特に北海道で多く
見られる平面形態。

△
近年の施設で採用され
ている新しいタイプ。
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建設関連事業費

施設整備計画

敷地設定と施設配置の考え方 動線計画と諸室配置・規模の考え方

事業スケジュール

施設へのアクセス
・北西側に造成する墓地の区画道路を敷地へのアクセス道路とし、出入り箇所については、区画形状
にあわせて配置する。

「育苗施設」の配置の検討
・敷地西角に隣接する墓地の用地を「育苗施設」の敷地として検討し、配慮した上で、葬斎場の敷地内
には、緩衝帯となるオープンスペース等を適切に配置する。

土地形状や風景を活かす施設配置
・計画地から南東方向の眺望を活かす施設やオープンスペースを配置する。
・計画地の緩やかな傾斜地を生かした眺望ポイントができるよう、施設を配置する。

墓地計画地との連続性
・隣接する墓地の計画にあわせて、外周部の緩衝緑地、車路を連続させる。

十分なバッファ空間の確保とゆったりとした施設配置
・墓地側には、緑地帯を設け、余裕のある施設配置とします。

将来の建替えを想定した敷地設定

・将来（50年後頃）の建替えを想定し、敷地面積を約16000㎡を確保

風景をとりこめる配置計画
・告別から収骨までの動線を、敷地内の緑ガーデンや遠方の風景に沿って計画する。
・想いを馳せ、ゆったり過ごす空間として、待合ロビーは外部に眺望テラスを配置する。

火葬炉数と延べ面積の設定
・火葬炉は4基とし､他事例の施設を参考に､建物面積の基準を1,600㎡程度とする｡

平面構成のタイプ
・告別、柩見送り、収骨の全てを炉前ホールで行う「一体型（ユニットタイプ）」とする。会葬ユニットを
構成し、専用利用しやすく、同時受入れにも対応可能に。

動線計画
・アクセス道路から霊柩車・葬列車両は、建物正面の大きなキャノピーに車寄せする。
・エントランスホールから会葬ユニットの炉前ホールに直接入り、告別・見送りを行う。
・同時受入れをした利用者が交錯しない動線とする。
・炉前ホールと待合ゾーンは隣接し移動空間を短くし、施設のコンパクト化を図る。待合ゾーンには、授乳
室、キッズルーム、給湯室などの機能を設ける。

待合室
待合ホール

待合室
待合ホール

告別式
見送り
収骨

告別式
見送り
収骨

火葬炉室

事務・監視

エントランス

ガーデン

テラス

ガーデン

テラス
キャノピー・車寄せ

建築ボリュームと敷地のレベル設定
・火葬炉室及び排気装置機械室はそれぞ
れ階高5.0m程度を必要とし、敷地周辺
のランドスケープの特性を活かす上で、
地階利用による高さを抑えた建築につ
いて検討する。

・レベル差のある土地形状を踏まえて、
できる限り切土・盛土が少ない効率の
良いGLレベルを設定する。

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 計

基本設計等 10,500 10,500

実施設計 22,000 22,000 

建築 624,000 624,000 

機械設備（空調暖房） 57,600 57,600 

機械設備（給排水衛生） 38,400 38,400 

電気設備 86,400 86,400 

火葬炉設備 180,000 180,000 

外構・植栽 151,530 151,530 

旧施設解体 35,000 35,000 

その他（確認申請、機
械警備配線等） 96 209 305 

備品 20,000 20,000

用地取得・補償 30,000 30,000

計 40,500 22,096 1,158,139 35,000 1,255,735

令和元年度
2019年度

令和2年度
2020年度

令和3年度
2021年度

令和4年度
2022年度

令和5年度
2023年度

用地
取得

基本
計画

基本
設計

実施
設計

建設
工事

供用
開始

事業手法について 単位：千円

東神楽市街

旭川医大 美瑛町

▪設計者選定方法

①入札：金額の多寡によって設計者を選ぶ

②コンペ（competition）：設計案を選ぶ
③プロポーザル（Proposal）：設計者を選ぶ

・葬斎場には、他の公共施設にあるような設置基準がなく、
限られた条件の中で計画・設計を行うことは困難をきたす
場合が多い。

・入札では設計者の一方的な解釈での設計が多くなってしまう。
・コンペでは設計案を選ぶために必要な設計条件の作成に時間
とコストがかかる。

・設計体制、実施方法やプロジェクトに対する考え方についての
技術提案書により、設計を委託するのに相応しい組織と設計者
を選ぶことができるプロポーザルで検討を進める。


