
■枚方市立火葬場（枚方市立やすらぎの杜） 指定管理者管理運営評価表（令和３年度実績） 

公の施設の名称等 

名 称 枚方市立やすらぎの杜 

業務内容 

枚方市立火葬場管理運営業務  

（1）一般管理業務、（2）火葬炉設備維持管理業務、（3）火葬運営業
務、  (4)建築設備等保守管理業務、 (5)清掃及び衛生管理業務、      
（6）保安警備業務、（7）ホームページ作成・維持管理等業務 

所在地 大阪府枚方市車塚１丁目１番３０号 

設置目的 本市において、火葬等を行うため 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 五輪・日本管財グループ 代表団体:(株)五輪 
環境部 環境政策課 

平成 30年 4月 1日から令和 5年 3月 31日 

（2018年 4月 1日から 2023年 3月 31日） 所在地 富山市奥田新町１２番３号 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

①施設の現状に対する考え方及び将来展望  

施設の現状並
びに今後の方
向性が明確に
提案されてい
る。 

貴市火葬場やすらぎの杜は、故人との
最後のお別れの場に相応しい厳粛な雰囲
気と、心安らぐ空間を兼ね備え、バグフ
ィルター等を備えた先進の火葬炉設備、
太陽光発電機等を導入した、周辺環境に
も十分配慮された全国でもトップレベル
の先進火葬施設であります。今後も火葬
件数の大幅な増加が見込まれる状況にお
いて、徐々に設備の劣化等による不具合
の発生が想定され、長期的な施設運営に
大きく影響を及ぼすと認識しておりま
す。施設の特性を理解した上で、当グル
ープのノウハウ及び能力を最大限発揮
し、最適な保守管理を行い、安定したサ
ービスの提供に努め、責任感と誠意をも
って取り組みます。 
 

五輪：日本管財グループといたしまし
て、貴市斎場やすらぎの杜はトップレベル
の設備があり、その設備と同じくトップレ
ベルのサービス提供を心掛けております。 
運営させて頂く中において 
①周辺環境への配慮 
②利用者の方より信頼と満足頂ける接遇の
実施 
③利便性の向上 
④施設、設備の延命への取り組みを実施 
⑤コロナ感染者の方の火葬を職員感染防止
を図りながら延滞無く実施 
①（周辺環境への配慮） 
火葬を主体とする施設ではありますが、ダ
イオキシン類有害物質の排出抑制の為に設
備の適正清掃、火葬方法の研究など火葬炉
設備メーカー技術員と連携を行い周辺環境
への配慮を実施しています。ゴミ排出の削
減はゴミの持ち帰りを葬家、葬儀社にお願
いして削減を図っております。車等の出入

5 

従事する職員は施設の特性等を
十分に理解し、施設利用者や近隣
住民への配慮、事業者への適切な
対応を行っており、適正な施設運
営が行われている。 
施設の老朽化に伴い、設備に不

具合が生じるケースがあるなか、
専門的なノウハウを活かし、日々
の点検業務を怠らず、不具合の早
期発見、早期対応に努めている。
また、市と協議して作成した中長
期修繕計画の更新作業を行う等、
今後の安定したサービスの提供と
施設維持にも寄与するものであ
る。 
また、利用件数の増加ととも

に、新型コロナウイルス感染者の
火葬件数についても大幅に増加し
たなかで、通常火葬はもちろんの
こと、新型コロナウイルス感染者
の火葬においても、規定の運用に
沿って滞りなく適切に実施し、安

5 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

口の渋滞緩和(誘導)に努めており同時に出
来るだけ 1 葬家の車での来場が少なくなる
ように随時、葬儀社との日々の対応の中で
お願いをしております。 
②（利用者の方より信頼と満足頂ける接
遇） 
職員一人、一人がお別れの場にふさわしい
厳粛な雰囲気、心安らぐ空間の提供、利用
者への節度ある言動、心配りに努めており
故人との最後のお別れの場である大事な施
設と職員一人、一人が認識して接遇に当た
っています。 
③（利便性の向上） 
毎年度総利用件数が増加傾向にあり、令和 3
年度も前年より約 511 件増加しています。
そこで業務の創意工夫を行い、入場時にお
待ち頂く事の無い様に警備職員、施設職員
の連絡体制を確立し、遅滞なく円滑な入場
体制を整えております。 
令和 2 年度、5,367 件 
令和 3 年度、5,878 件 
④（施設、設備の延命化） 
グループ各社の専門分野を活かし施設、設
備の日常点検、メンテナンス、各設備の定
期清掃を職員が実施。 
これによって不具合等の早期発見を行ない
業務に支障が出ないように職員の情報共有
を行いながら管理を行っています。 
⑤（コロナ感染者の方の火葬） 
一昨年度より新型コロナウイルス感染が拡
大する中、早期に対応方針を提案させて頂
き、上記の内容を実施しながら運営を行っ
ております。令和 3 年度 140 件の火葬を実
施しました。 

定したサービスの提供に取り組ん
でいた。 

②施設運営に関する計画 

火葬運営業務
の運営計画に

五輪と日本管財がグループを組み、一
般管理業務、火葬炉設備維持管理業務及

一般管理、火葬炉設備保守管理、火葬業務
については五輪が担当し、建物設備管理、 4 

各業務において、火葬運営業務
及び火葬設備維持管理業務を担う 4 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

ついて、具体
的に提案され
ている。 

び火葬運営業務について五輪が、建築設
備等保守管理業務、清掃及び衛生管理業
務、保安警備業務等について日本管財が
主となり、それぞれが専門且つ得意とす
る各業務を効率的に実施致します。各業
務のプロフェッショナル集団がグループ
一体となり連携して効率的に運営するこ
とにより、専門且つ高度なノウハウを最
大限発揮することで、利用者サービスの
向上及びコスト削減はもとより、長期的
な施設の維持管理に努めてまいります。 

清掃業務、警備業務については日本管財が
担当し、互いの専門分野の利点を最大限に
活かしグループ一体となり運営計画通りに
行なわれています。これによりコストの削
減に貢献しており、すべての情報を各社職
員で共有することにより新たな改善事項を
全職員より出し合い更なる向上に繋げてい
ます。 

五輪と建設設備等保守管理業務等
を担う日本管財が、それぞれの業
務内容について、専門性を活かし
た効率的な運営がなされている。 
年度当初には、設備の修繕計画

や点検業務スケジュールが具体的
に示されており、モニタリングに
て進捗報告が随時行われている。
五輪と日本管財、市との緊密な情
報共有と連携が行われていること
により、効率的な管理運営が可能
となり、施設の維持管理と利用サ
ービス向上につながっている。 

利用者に対す
る接遇対応の
向上について
具体的に提案
されている。 

常に従業員が緊張感を持って利用者の
方々に接しご満足頂けるよう、業務の管
理・指導・教育を専門とする営業管理部
員 3 名を配置し、各事業所を定期的或い
は随時巡回して、現状の確認、問題点の
把握、業務の反省及び改善指導等をきめ
細かく実施しております。計画的な教育
研修を通じ、貴市火葬場に配置する清掃
員・警備員を含む全ての従業員に対し
て、接遇マナー向上や関連知識習得にも
努めてまいります。 

利用者への接遇に対しては営業管理部よ
り研修を実施しており、利用者の心情を踏
まえての接遇を心がけています。 
利用者の満足度はアンケート等で確認して
内容は朝礼時に所長より全職員に伝えてお
ります。クレーム、要望等がある場合は再
発防止の為、指示、指導、改善を行なって
おります。 
また、アンケート内容、対応案件、対応

必要事項は市との三ヶ月毎のモニタリング
で報告、協議を行い早期の対応が叶うよう
に運営を行っております。 

4 

利用者からの接遇についての評
価は高く、アンケートでは９割以
上の利用者が満足されている。計
画的に行われている接遇研修等に
より、火葬場の性質を考慮した接
遇方法を習得し実践していること
が、満足度の高さにつながってい
ると考えられる。 
また、アンケートにて得られた

意見の集約を行っており、利用者
サービスの向上に向けた自主提案
が随時行われている。 

4 

利用者が安全
に利用できる
よう施設内で
発生するトラ
ブルへの対応
方法等につい
て提案されて
いる。 

毎日朝礼、終礼を実施し、業務の基本
及び当日、翌日の業務予定等、確認事項
を全員が把握すると共に、チェックシー
トに基づき始業前点検、終業後点検、巡
回点検等を実施して施設内外の安全確認
を確実に実施し、記録します。当グルー
プが有する類似施設の管理運営から得た
経験とノウハウに基づき、リスクを様々
な角度から分析して事前防止策と事後対
応策を講じ、利用者の安全・安心を確保
します。 

前日に翌日の受付状況の把握を行い、当
日、朝礼時に起こり得るトラブルについて
未然の防止等指示を行いリスクの軽減に努
めています。指示の内容はグループのノウ
ハウに基づき、また他の事業所との情報交
換を活用し、内容を分析して指示を行いト
ラブル防止に努めております。 
また、各所属が違う職員間でも気軽に報
告、相談ができる体制づくりを心がけて朝
礼を実施しております。(各部担当よりの発
言の徹底) 
 

4 

緊急性のあるトラブル等につい
ては、速やかに市へ報告・相談が
行われている。日々の設備点検に
より、不具合を早急に発見・対応
することで、事故なく安全な火葬
場運営が可能となっている。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

利用者等の安
全・財産の保
全・秩序維持
のための適切
な対応方法に
ついて提案さ
れている。 

毎朝ミーティングを実施し、危機管理
マニュアルに基づいた業務の基本、及び
当日の注意事項の確認を徹底し、全従業
員が統一した認識を持って業務にあたり
ます。開館後は、従業員が無線インカム
等を活用しながら常に連携・情報を共有
し、施設館内外を定期的に巡回し、不審
者、不審物、不審車両、設備の不良状態
等、不測の事態の早期発見を図ることに
より、事故がないよう努めます。 

危機管理マニュアルの設置を行い、不審者
有無についての定期巡回実施、警備職員を
含めた全職員へインカムを使い報告訓練、
不審者への対応マニュアルの周知徹底、利
用者の万一の場合の蘇生措置  (一般救命
講習受講)など突発的な事案に備えておりま
す。 
施設の特性上から必要との観点により平成
25 年度より五輪職員全員を対象に枚方市に
よる救命救急 AED 講習を受講しておりま
す。 
令和 3 年度内に救急車要請はありません

でしたが、今後も緊急時に適時即応可能と
なるように訓練を重ねて行きたいと思いま
す。 
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止

の為アルコール消毒液を 8 ヶ所、新たに検
温付きの消毒用ディスペンサーを 4 ヶ所に
設置を行い、日常清掃員が日に数回、施設
の手すり及びエレベーターの操作盤など接
触箇所の消毒に努めて感染予防を行ってお
ります。 

5 

救急要請等、不測の事態が発生
した場合の利用者の安全確保に向
けて、適切な準備を行っている。
また、警備・巡回を密に行うこと
により、利用者が施設の運用ルー
ルを守り、施設の厳粛な雰囲気を
損なうことがないよう、管理が行
われている。困難な人的トラブル
については、市の指示を仰ぎ適切
な対応を行っている。 
新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、施設内に消毒液のディ
スペンサーや検温器の設置、施設
内の消毒等を実施し、施設利用者
の安全確保に努めている。 
 
 
 
 
 

4 

セルフモニタ
リング及び利
用者に対する
アンケートの
実施について
提案されてい
る。 

異なる視点からの 3 段階のセルフモニ
タリングを実施することで、安定した高
品質なサービスの提供維持を確保しま
す。利用者の要望を把握するために、施
設利用者の目に留まりやすい場所に「ア
ンケート用紙及び回収箱」を設置して、
利用者の施設に対する要望・意見等を収
集します。火葬許可書等をご返却する時
に合わせて、「施設利用アンケート調査
用はがき」をお渡しし、アンケート回収
率を高めて内容を精査し、更なるサービ
ス向上を図ります。 
 

各アンケートを月毎に集計を行い市へ提
出しております。また、アンケート内容で
クレーム、要望等がある場合は朝礼時の全
体ミーティングで情報を共有し改善案の収
集、改善指示を行い再発防止、利用者満足
度の向上に努めております。 
施設のアンケート用紙並びに五輪、日本

管財グループにて用意しているアンケート
葉書で利用者の意見を把握しています。(返
答率は全体の約一割となっております) 
三ヶ月に一度、市と指定管理者管理部門

が合同で「やすらぎの杜斎場」合同モニタ
リングしアンケート内容の対応及び改善等
の内容の確認を行っています。 

4 

市で従来行っていた施設内での
アンケート用紙のほか、独自でア
ンケートはがきを配布する等、利
用者の意見やニーズの把握を積極
的に行っている。更なる利用者サ
ービス向上につなげていただきた
い。 
アンケート結果とそれに対する

改善内容、火葬業務を行う中で職
員が感じた利用者の利便性向上の
ための改善策が、モニタリングで
報告されており、利用者のサービ
ス向上に繋がっている。 

4 

待合スペース
での利用者サ

ホームページ等を活用して、ボランテ 入場側自動扉脇にベビーカーを三台用意
しており、ご両親にも安心して最期のお別

5 
故人との最期のお別れの場とし

て、利用者にとって快適な場とな
4 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

ービスについ
て提案されて
いる。 

ィア団体等、幅広く市民の方々に参加し
て頂くなどして絵画を展示し、ひととき
の憩いの場などを提供できるよう努めま
す。また、キッズスペースを設置し、ア
ニメ映画の放映を行い、快適に過ごせる
よう配慮し 

ております。 

また、無料の「ミネラルウォーターサ
ーバー」「おしぼり器」等を設置してい
ます。 
 

れをして頂いております。 
待合ホールでは、御収骨までの待ち時間を
不安感、不快感無く、くつろいで頂く為に
空気清浄機を配置し、ミネラルウォータ
ー、お茶のご提供をしております。 
飲料の飲み残し廃棄用の飲み残し回収ボッ
クスも配置しております。 
また、以前の喫煙コーナーを利用したカ

フェスタイルのテラス席も、利用者が少し
でもやすらいだ気持ちになって頂ける空間
として提供を行っております。 
毛布を準備し膝掛け並びに気分が悪い方

用に使用して頂いております。 
またキッズスペース（令和 3 年に更新）

を設けており、お子様にもご両親にも安
心、安全にお待ち頂くよう心掛けておりま
す。 
但し、今年度においては新型コロナウイ

ルス感染症対策として、おもちゃや本棚の
図書類を引き上げております。 
少しでも利用者に安らぎを提供出来れば

と壁面には絵画の展示を行っています。 
待合室の利用者サービスについて職員と案
を出し合ってより満足度が増すように努め
ております。 

るよう、創意工夫し、独自の取り
組みを進めている。絵画の展示
や、廃止した喫煙スペースをテラ
スに改装することで、利用者に安
らげる空間の提供を行うなど、利
用者サービスの向上に向けて積極
的な提案が行われている。 
また、新型コロナウイルス感染

症がまん延して以降、利用者サー
ビスのために設置していたブラン
ケットに「消毒済み」であること
を示すなど、細やかな心遣いを行
っている。 
現在、有料待合室を利用いただ

けない利用者への配慮として、待
合ロビーにパーテーションを設置
することで、個の空間を作り、快
適に過ごしていただける空間作り
が施されている。これは、感染症
対策にもつながり、また、災害等
の緊急時にも活用が可能であり、
様々な状況に備えた有効な提案で
ある。 

施設の利用案
内などについ
て、ホームペ
ージを活用し
た具体的な取
組が提案され
ている。 

施設の利用案内、利用状況等を掲載
し、施設に対する理解・認識を深めて頂
けるよう努めます。ホームページにて、
環境への影響及び火葬炉の損傷に繋がる
等の理由を掲載し、施設を利用される
方々に副葬品の削減をお願いします。ホ
ームページには、施設の利用者からご意
見・ご要望を頂く「ご意見コーナー」を
設け、モニタリングにも反映します。 
また、催し物の告知、展示物の募集、紹

介等があれば適宜更新し、親しまれる施設
を目指します。 

 やすらぎの杜ホームページを設け、施設
の利用案内、利用状況等を掲載し、施設に
対する理解・認識を深めて頂けるよう努め
ております。 
またトップページ諸項目において環境への
影響及び火葬炉の損傷に繋がる等の理由を
掲載し、施設を利用される方々に副葬品の
削減をお願いしております。 
お知らせコーナーでは新型コロナウイルス
感染防止のお願い、また施設の緊急時には
内容を掲示して事前にお知らせをさせて頂
いております。 
なお、ご意見・ご要望フォームを設けてお

4 

周辺環境への影響や、火葬炉に
損傷を及ぼすおそれのある副葬品
の削減に関する内容や、利用者か
らの意見・要望を広く募る等、施
設の適切な利用に向けた事項がホ
ームページにおいて周知されてい
る。また、新型コロナウイルス感
染拡大防止に向けた対策について
も、ホームページに掲載し周知さ
れている。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

り広くモニタリングを実施しております。 

副葬品の削減
についての方
策が提案され
ている。 

ホームページやリーフレット等を利用
して、市民の方々に対し環境への配慮、
ご遺骨への影響等について、判りやすく
ご説明した上で副葬品の削減をお願いし
ます。施設の運営に関係する葬祭業者と
の「葬祭業者連絡協議会」を設置し、環
境への配慮、設備への悪影響等、その必
要性を十分に説明した上で業者各位に削
減をお願いします。副葬品の多い棺が搬
入された場合には、従業員が個々の葬儀
担当者に対し以後の副葬品削減を要請
し、総括責任者がその業者に対し再度削
減を要請します。 

ホームページ上において市民の方々に対
し環境への配慮、ご遺骨への影響等につい
て、判りやすくご説明しており、副葬品の
削減をお願いしております。 
また年一回、葬祭業者連絡協議会（本年度
は新型コロナウイルス感染症対策の為、中
止とし、資料配布）において環境への配
慮、設備への悪影響等、その必要性を十分
に説明しております。 
市民の方、並びに葬祭業者様には細部に渡
り副葬品を減らす理由を説明させていただ
きご理解を頂くように取り組んでいます。 

 

4 

 ホームページ等を利用した日常
的な啓発とともに、随時、葬祭業
者への周知徹底を行っている。今
後も、周辺環境への配慮や、設備
等に対する負担軽減の観点等か
ら、葬祭業者との連携を強化し、
副葬品の削減に努めていただくよ
う要請する。 

3 

施設の管理に関する計画 

①人員配置に関する計画 

業務仕様書の
規定に従い、
資格を必要と
する業務に有
資格者を配置
するなど適正
な人員配置が
提案されてい
る。 

業務仕様書に従い、進入路車両誘導業
務には警備員資格終了者、電気事業法等
の法令及び各施設の電気工作物等に関す
る保安規定に基づき電気主任技術者の選
任、防火管理者等、適正な施設管理、運
営に取り組むべく適切に人員を配置致し
ます。 
 

保安業務については電気主任技術者を選
任、警備員資格者の配備と計画通りの配置
になっております。防火管理者は所長を選
任し、届けています。防火管理指導は施設
全職員に所長より行っております。また、
五輪職員は施設の特性上必要との観点か
ら、従事している全職員が防火管理者講習
を受講して火災予防の意識を高めておりま
す。 

4 

警備業務、施設管理業務、火葬
業務など、それぞれの業務に必要
な資格をもった職員の適切な配置
がなされている。 
また、施設の特殊性を理解し

て、全職員が防火管理者講習を受
講しており、防火管理に向けた高
い意識がみられる。 

4 

公正採用への
対応として、
「大阪府公正
採用選考人権
啓発推進員設
置要綱」又は
「大阪労働局
公正採用選考
人権啓発推進
員設 

公正採用への対応について、五輪は一
定規模の事業所に該当しませんので「公
正採用選考人権啓発推進員」は設置して
おりませんが、社内研修を始め、各行政
様（茨木市、加古川市等）にて実施され
ている人権問題企業研修会等にも積極的
に参加し、営業管理部員が定期的に巡回
訪問を行い、その内容等について説明・
指導・啓発に努めております。日本管財

現時点ではグループ両社とも「公正採用選
考人権啓発推進員」の設置を行っておりま
す。 
また、研修としては障害者の差別解消法、
及びコンプライアンスマニュアルに基づき
研修を実施、人権問題に理解を深め公正な
採用に努めております。 
令和 3 年度も大阪労働局の研修（本年度は
ネットでの研修会を受講）を受講しており
ます。 

4 

法令に基づく推進員の設置を行
い、適切に対応している。また、
関連する研修を実施するととも
に、関連機関が実施する研修を受
講している。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

置要綱」に基
づき、一定規
模の事業所に
おいて「公正
採用選考人権
啓発推進員」
を設置してい
る。 

は、一定規模の事務所に該当しますの
で、「公正採用選考人権啓発推進員」を
設置し、人権問題について正しい理解と
認識のもと、就職の機会均等を確保する
ため公正な採用選考に努めております。 

障害者法定雇
用率が達成さ
れ て い る 。
（申請段階で
未達成の場 
合は、本施設
における雇用
をはじめ雇用
率が達成でき
るよう事業計
画書で提案さ
れている。 

五輪・日本管財は法定雇用率を達成し
ておりますが、今後とも業務内容を勘案
しながら、貴市施設における雇用を含
め、公募に際しては積極的に身障者雇用
に努めてまいります。 
 

五輪は令和 3 年度の障がい者法定雇用率は
1.65％で未達成となっております。日本管
財は法定雇用率を達成しております。今後
も公募時に積極的雇用をおこないます。 

3 

令和 3 年度当初までは雇用率を
達成していたものの、年度末時点
では未達成となっている。障害者
法定雇用率の達成に向けて、障害
者雇用推進者の設置や、ハローワ
ークと連携した取り組みを積極的
に実施している。障害程度に応じ
た適切な人員配置を行うなど、引
き続き取り組んでいただきたい。 

3 

業務に従事す
るものが、人
権について正
しい認識を持
って業務を遂
行 で き る よ
う、人権研修
について提案
されている。 

当グループ構成団体において、障害者
差別解消法、外国人への差別防止等の差
別事案を細かく取り上げ、指導員が職員
に対し研修を実施しております。また、
外部研修についても、積極的に受講し、
利用者の公平性、平等性を損なわないよ
うに接遇、対応を実践しております。 

グループ各社の職員を含め、全体朝礼時に
時間をつくり、障害者の差別解消法、及び
コンプライアンスマニュアルに基づき研修
を実施し認識を深め業務に従事していま
す。 
コンプライアンスマニュアルは平成 30 年度
に社会変化に伴い改訂をし、継続して研修
を行いました。 
 

4 

グループ各社で研修等の場が積極的
に設けられている。また、マニュア
ルの整備を随時行う等、適切な運用
を行っており、人権についての意識
の高さが感じられる。 
グループ各社における研修のみでな
く、火葬場における独自の人権研修
も検討されたい。 

4 

男女雇用機会
均等法に基づ
くセクシャル
ハラスメント
防止対策につ
いて提案され
ている。 

当グループ構成団体ともに、就業規則
に条文を設け、防止対策に取り組んでお
り、今後とも引き続き、定期的に研修を
実施し、全従業員に対し教育の徹底を図
ります。 

コンプライアンスマニュアル、セクシャル
ハラスメント、パワーハラスメントも資料
を使用し研修を行って防止の徹底を図って
おり、また職員が本社総務部長へ直接通報
が行える窓口を設置し、職員には窓口の存
在について定期的に文書で配布し周知して
おります。 

4 

グループを構成する両社におい
て、就業規則内に規定を設ける
等、適切に防止体制を整えてい
る。 3 

②施設の維持管理に関する計画 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

関係法令及び
本市条例・規
則を遵守し、
施設の設置目
的に沿った管
理計画が提案
されている。 

火葬業務をはじめとする各業務の責務
を十分に認識し、地方自治法、墓地、埋
葬等に関する法律、枚方市立火葬場条例
等の関係法令、貴市条例・規則などを遵
守し、火葬場という公共性の高い施設で
あることを常に念頭に置き、業務要求事
項を理解し充足すべく、施設の設置目的
に沿った運営管理を実施します。 

関係法律を厳守し墓地埋葬法の斎場管理者
届けを行い、火葬場条例、貴市の条例、規
則を理解し運営管理を行っております。 
A:毎日の運営業務 
①全体朝礼 
当日受付状況の確認 
当日の注意事項の指示 
出勤人員の配置確認 

②点検、清掃 
火葬炉内清掃 
残骨灰の保管 
点火テスト 
建物設備の内外の清掃、点検 

③使用料の徴収、入金業務 
延滞無く入金を行っております。未収
金の発生はございません。 

④各種許可書の交付、保管、発行業務 
⑤日報の作成、翌日の火葬計画の作成 

B:月次報告：業務 
①月報の作成。日報、月報の枚方市への
提出 

②管理運営状況の枚方市への提出 
③火葬炉の月点検の実施、記録の保管 
④アンケートの内容確認、集計 
枚方市への集計提出 

C:年間の業務 
①事業報告書提出 
各種点検報告書 
年間収支表 
各種研修記録 
備品の確認 

以上の定期報告を行い。又、緊急性の高い
案件がある場合は相談協議を行っておりま
す。 

4 

関係法令を遵守するとともに、
特殊な取り扱いが求められる事例
への対応についても、法令の趣旨
を理解し、適切な業務執行を行っ
ている。 
 また、左記「毎日の運営業務」
においては、手続きや金銭の授受
について、ダブルチェックを行う
など、職員同士が連携しており、
徹底した運営が行われている。 
新型コロナウイルス感染者に係る
火葬についても国のガイドライン
に基づき、適正な運営が行われて
いる。 

3 

建築設備全般
に係る点検・
保守を適切に
実施し、機能

枚方市立火葬場の安全・快適な環境を
維持するため、仕様書に基づき日常点
検・定期点検を実施します。日常点検に

建物法定点検はグループ企業である日本管
財が所長立ち会いのもと実施しておりま
す。火葬炉はメーカーの年度点検を実施し
報告書作成、提出を行っております。消防

4 

建築設備は日本管財が中心とな
り、専門的知識を活用した各種点
検を実施し、その結果については
モニタリングにて報告が行われて

5 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

保全・利用者
への安全、快
適な環境づく
りが提案され
ている。 

つきましては、常駐スタッフによる視
覚・聴覚を駆使した巡回を実施すること
で、予防保全や火災予防を主とした点検
を実施します。定期点検につきまして
は、メーカーまたは専門会社にて点検を
実施し、消防点検等の法定点検や空調点
検等の任意点検を実施し、設備機器類の
性能を恒常的に保持します。専門員によ
る月 1 回の巡回点検を新たに追加（仕様
外）し実施します。 

点検の実施、各種保守管理、月次巡回点検
を実施し、建物、設備の安全運転、恒常的
運転を図っております。 
施設全体の施設点検プログラムでの点検指
摘事項は三ヶ月毎の担当課が行うモニタリ
ングでも情報共有し、対応を協議しており
ます。 

いる。点検によって不具合が発見
された場合は、随時、市に報告を
行うとともに、見積書の徴取やリ
スク分担に係る協議と、速やかな
修繕対応を行っている。 
また、今後の設備の維持管理に

向けた中長期修繕計画について、
予算の平準化を含めた効率的な修
繕計画の見直しに係る専門的知識
による情報提供や提案を積極的に
行い、市と協力して取り組まれて
いた。 

火葬炉の所与
の性能を維持
するための、
日常点検・定
期点検・清掃
等の具体的な
体制方策が提
案 さ れ て い
る。 

日常点検についてはチェックリストを
作成し、火葬炉・冷却前室・火葬炉内台
車（グリスアップ含）・排気ファン軸受
け・駆動ベルト類の点検等を実施しま
す。定期点検については設備を熟知した
宮本工業所技術員による、きめ細やかな
保守点検、正確な機器調整、補修提案を
実施します。清掃については、全従業員
が毎朝必ず実施し、使用前に不具合・異
常等がないかチェックし、損傷、劣化が
大きくなる前に不具合を早期発見し、初
期段階での補修を自主的に実施します。 

日常点検においては宮本工業所指導のも
と、チェックリストを作成し、火葬炉・冷
却前室・火葬炉内台車 (グリスアップ含
む）・排気ファン軸受け・駆動ベルト類の
点検等を実施しております。定期点検にお
いては半期毎に一度宮本工業所により実施
済みです。 
また、清掃につきましては毎朝実施してお
り、不具合が発見され次第、即時対応(補修
及びメンテナンス)を行い、事故防止に努め
ています。緊急部品の確保にも努めていま
す。 

4 

 火葬炉メーカーの指導を受け
て、適切な日常点検や定期点検、
清掃等の具体的な体制を整えてい
る。日々の業務の中でも不具合や
異常がないかの確認を行ってお
り、早期発見の取り組みがなされ
ている。また、異常等があれば、
市への情報共有を欠かさず行うと
ともに、補修及びメンテナンスを
行っており、設備維持・事故防止
に積極的に努めている。 
 
 
 

4 
 

火葬炉の特性
を踏まえたう
えで、ダイオ
キシン類等の
環境汚染物質
の排出を最小
限に抑制する
運転方法など
が提案されて
いる。 

枚方市立火葬場火葬炉の特徴を最も熟
知しており、マニュアルに基づいた運転
指導を実施し、ご遺体に適した燃焼、温
度、酸素濃度、炉圧等の管理を行い、火
葬炉内で完全燃焼させダイオキシン類等
の環境汚染物質の排出を最小限に抑制し
ます。定期点検だけでなく、日常的に火
葬炉内、熱交換器、バグフィルター等の
点検・清掃を十分に行うことで、より公
害物質の排出を抑制します。 
 

五輪：日本管財グループ内の五輪は枚方
市立斎場(やすらぎの杜)に設置をされてい
る火葬炉メーカー宮本工業所とグループ会
社であり、火葬炉の特微、運転技術指導、
保守管理方法の教育指導を受けておりま
す。又、火葬方法(完全燃焼)の指導、熱交
換器、バグフィルターを含む火葬炉の点検
清掃等の指導も受けておりグループの新た
な情報(火葬方法等)の提供も受けダイオキ
シン類等、環境汚染物質の排出抑制に努め
ております。 
また、ダイオキシン類を含む環境汚染物

4 

火葬炉メーカーとグループ会社
である強みを生かし、指導や研修
を受け、運転、保守管理や日常点
検を適切に実施している。 
 令和 3 年度の排ガス測定結果に
ついては、ダイオキシン類が目標
未達成であったものの、環境汚染
物質の排出抑制に向けて、火葬炉
メーカーと連携した運転の実施と
日々の設備清掃を怠ることなく実
施している。また、利用者への副
葬品の削減に向けた周知と葬祭業

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

質排出抑制に関わる熱交換器及びバグフィ
ルターの清掃は毎月定期的に実施をしてお
ります。 

者への説明を随時行っており、指
定管理者としての役割を十分に果
たしていると考える。 

残骨灰及び集
じん灰の処理
について、適
切な処理方法
が提案されて
いる。 

残骨灰及び集じん灰の処理について
は、尊厳さを持って丁寧に取り扱い、残
骨灰と集じん灰を分別して残灰室で保管
し、各法令に基づいて適時適正に処理致
します。処理方法について環境保全の観
点から溶融処理を行います。 

残骨及び遺灰の処理につきましては、尊
厳を損なう事が無いよう丁重に扱い、保管
場所から飛散・流出することがないよう、
袋に収納した上で密閉容器に保管し、火葬
場からの搬出にあたっても飛散しないよう
シート使用等細心の注意を払って取り扱っ
ております。 
残骨灰及び集じん灰処理については一ヶ

月に一度、専門の処理業者に委託し、搬
出・処理させております。残骨灰専用の処
理工場で 1,600℃の溶解炉にて熱分解処理を
行い無公害化した後、福井県勝山市の清大
寺に合祀供養いたしております。中間処理
(選別)工程の場所及び具体的な方法・埋
葬・供養の証明を、書面にて貴市に提出し
ております。 

4 

残骨灰及び集じん灰の処理につ
いては、施設内において適切な保
管を行うとともに、無害化処理に
よる環境面への配慮や、遺骨とし
ての適切な供養を行っており、良
好な処理が実施されている。 
また、市への完了報告書の提出

も遺漏なく行われている。 
4 

施設内で生じ
た廃棄物の適
切 な 一 時 保
管、搬出、処
理の提案がさ
れている。 

施設内で生じた廃棄物については貴市
の分別排出計画に従い、可燃ごみ・廃プ
ラスチック・カン・ビン・吸殻の区分で
分別し、サービスヤード内にあるごみ庫
に一時保管します。搬出、処理について
も当グループの責任において、市内の優
良業者を選定し、適時適性に実施しま
す。 

可燃ごみ・廃プラスチック・缶・ビンに
分別し、サービスヤード内ごみ庫に一時保
管後、毎週金曜日に排出しております。 
処理につきましても市内の優良業者によ

り随時適正になされております。 
 

 

4 

施設から排出される廃棄物は、
分別して一時保管し、市内許可業
者により適正に搬出・処理されて
いる。 

3 

備品管理にあ
たり、管理簿
の整備及び責
任の所在につ
いて提案され
ている。 

備品管理については、貴市指定の「貸
付けの備品物品等一覧」に従い、管理簿
を整備し、管理簿による管理及び所管事
項に関する報告を定期的に実施します。
貴市所有備品を破損、損傷等した場合に
は、当グループが責任を持って同品もし
くは同等品を手配、整備します。 

貴市備品、事務所備品の在庫及び管理簿
を作成し、一ヶ月に一度責任者及び代表者
監督者立会いの元、二重チェックを行い、
紛失・破損等の不具合を確認しておりま
す。令和 3 年度におきまして紛失・破損は
ございませんでした。 

4 

備品管理については、破損や廃
棄等があれば、二重チェックによ
る管理簿の整理を行うとともに、
独自の備品シールを貼る等の工夫
がされており、指定管理者の持出
備品と市の貸与備品が適切に管理
され、所在も明確である。 

4 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

「枚方市情報
公開条例」の
目的等を踏ま
え、管理運営
事業で保有す
る情報の公開
に関する対応
が明確に示さ
れている。 
 

施設を管理し、業務を執行する指定管
理者として、「枚方市情報公開条例」を
遵守し、適宜適切に情報を公開すること
により施設運営の透明性を確保します。
情報公開の開示請求において、その情報
により第三者の権利、利益を侵害するこ
とがないように十分に注意を払います。 
 

枚方情報公開条例文を熟読し開示請求時
の確認、手順を周知徹底し的確に開示を実
施出来るように教育と文書管理を行ない管
理部より指示、確認を受けて第三者の権
利、利益の侵害が無い様に開示実施の体制
を敷いております。 

4 

「枚方市情報公開条例」の目
的・趣旨を理解し、速やかに対応
できるよう、文書の整理や保管が
行われている。 
令和３年度については、市に対

して２件の情報公開請求事例があ
ったが、本市条例の趣旨に沿った
開示体制が整えられていた。 

4 

「枚方市個人
情 報 保 護 条
例」の目的等
を踏まえ、個
人情報の保護
に関する必要
な措置につい
て明確に示さ
れている。 

個人情報マニュアルを作成し、個人情
報の守秘義務、保護責任に対し営業管理
部員等による教育・研修等を実施し、全
従業員にその重要性を認識させ業務を遂
行します。                                 

貴市の個人情報条例を理解しマニュアル
作成を行ない職員への徹底を図っておりま
す。守秘義務について各職員に教育を行な
い、又誓約書の提出を義務付けており漏洩
防止を行なっております。管理部門により
定期検査の実施、チェックリストを用いて
の責任者、職員の意識向上に努めておりま
す。 
令和 3年度は 4 月、1 月に定期検査を実施、
ＩＳＯ２７００１(情報セキュリティー)の
管理基準で管理を実施。 
また、グループ代表企業の五輪はＩＳＯ

２７００１の認証を受けており個人情報も
含めて情報漏洩防止に一層の管理強化に努
めている。 
 

4 

「枚方市個人情報保護条例」の
目的等を踏まえ、マニュアルの作
成や職員研修により、問題の未然
防止に努めている。 
また、同条例に記載された事項

を十分に理解するとともに、
ISO27001 認証を受けており、多量
な個人情報を扱う火葬業務におい
て情報漏洩防止強化に努めてい
る。 
引き続き、個人情報の漏洩や紛

失がないよう、徹底した管理に努
められたい。 

3 

【緊急時における対策に関する事項】 

緊 急 時 ・ 防
犯・防災対策
の危機管理マ
ニュアル作成
等について提
案 さ れ て い
る。 

緊急時・防犯・防災対策については危
機管理マニュアルを作成の上、研修を通
じて全従業員に周知徹底させ、それに基
づく緊急対応訓練を実施（年 2 回）し、
事故防止及び利用者の安全確保に努めま
す。 

 

危機管理マニュアルを作成し、月に一度
ミーティングを行い全従業員に周知徹底を
しております。 
それに基づく緊急対応訓練を年二回実施し
ております。 
令和 3 年度 8 月、2 月に避難訓練を実施し同
日、全職員立会いのもと、所長による事故
防止及び利用者の安全確保の為の研修を実
施しております。 

4 

定期的に対応内容を確認・徹底
することで、問題発生に備えた体
制を整えている。 
 また、施設の特性を踏まえ、緊
急的な危機事象に際しても利用者
の安全を確保できるよう工夫した
訓練・研修を進めている。 
 危機管理マニュアルは随時更新
されており、市の訓練に対しても
積極的かつ協力的に参加してい

5 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

る。 

緊急事態発生
時又は発生が
予測される場
合における常
時連絡可能な
体制・方策が
提案されてい
る。 

土曜、日曜、祝日も社従業員が交代制
で必ず出勤、待機して、常時連絡可能な
体制を取っています。且つ不測の事態に
備え、危機管理マニュアルに基づいた緊
急連絡体制表（携帯電話番号も含む）を
作成し、関係者へ周知徹底、事務室への
掲示、随時訓練する等により緊急時にも
素早い対応を実施します。 

緊急連絡網を作成し各職員間、又職員と
支社、営業所間の連絡体制構築をしており
業務に支障が無いように周知徹底を行って
おります。今年度新型コロナウイルス感染
症対応について上記対応策を実施しグルー
プ並びに事業所間での連絡を密にとり、事
態に当たりました。 

 

5 

緊急連絡体制表により、緊急時
に備えて、本社、火葬炉メーカ
ー、職員間の連絡体制が構築され
ている。また、緊急連絡体制表
は、十分に職員に周知されてお
り、新型コロナウイルス感染者の
火葬対応に際し、市担当者との連
絡調整をスムーズに行う体制を整
えている。 

5 

大規模災害時
における、施
設の復旧や、
広域的な火葬
の受け入れへ
の協力体制に
ついて具体的
に提案されて
いる。 

「大阪広域火葬計画」及び「枚方市遺
体埋火葬マニュアル」に則り、貴市と協
議し、当該火葬場従業員のみで対応が困
難な場合、当グループのスケールメリッ
トを活かし、近隣のみならず全国の事業
所、技術担当員の応援派遣等の協力体制
を執り、円滑な広域火葬の実施及びご遺
体の尊厳を保ちながら適正な業務を執行
します。 
 

グループ各社内に災害時の緊急連絡体制、
及び対応本部の設置が行える体制を整えて
おり全国より復旧応援、火葬応援が叶う体
制が構築されております。また、必要に応
じた緊急部品調達も行えるように体制を整
えております。 
また、今年度も新型コロナウイルス感染症
の対応においては、令和元年２月段階で感
染者の火葬対応方針を打ち出し担当課様と
協議を実施、社内に対応本部を設けて緊急
災害体制を敷き感染者火葬に備え滞りなく
対応いたしました。 
令和 3 年度の新型コロナウイルス感染者の
火葬は 140 件実施しております。また、防
菌服一式の備蓄を行い、グループ内に感染
者の火葬を行う斎場責任者を含む専門チー
ムを社内に設け、斎場に勤務している責任
者以外の職員には感染者の火葬対応を行わ
ない体制で、斎場職員全般の感染防止を実

5 

グループを構成する両企業の特
性を活かし、大規模災害時におけ
る応援派遣体制が全国的に構築さ
れており、迅速な対応にむけた体
制整備が進められている。 
 また、新型コロナウイルス感染
者の火葬件数が増大する中で、感
染者の火葬対応方針に基づき、グ
ループ内に専門チームを設置し体
制を整備することで、滞りなく火
葬が実施されていた。 

5 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

施、これにより斎場運営が停止及び支障を
きたさない体制を構築いたしました。 

構成員間（本
支 社 間 を 含
む）、市との
間におけるリ
スク分担に対
する考え方が
明 確 に 示 さ
れ、かつ考え
方に対応した
分担内容とな
っている。 

仕様書に記載されているリスク分担表
に基づき、その内容を十分に理解し当グ
ループ構成員間での周知徹底を図りま
す。問題が生じた場合には、指定管理者
の責任においてリスク分担表に基づき、
貴市と協議の上誠意を持って迅速に対応
致します。 

仕様書、記載のリスク分担については運営
開始当初よりグループ企業とのミーティン
グを重ねグループ構成員には説明と指導を
行い運営に当たっております。 
又、三か月毎の合同モニタリング時に業

務遂行上に必要事項は貴市へ協議(相談)を
させて頂き運営の円滑化を図っておりま
す。 
 

4 

仕様書に基づき、指定管理者が
負担すべき内容については、小規
模修繕の実施等、施設・設備が
日々正常に稼動されるよう適切に
運営されている。 
施設利用者の増加や施設の老朽

化を考慮し、リスク分担表の内容
に基づき適正管理に努めるととも
に、リスク分担表に記載のない事
項については、市と協議のうえ今
後も対応を要請する。 

3 

【その他】 

利用者サービ
スを維持・向
上させる具体
的取り組みに
ついて提案さ
れている。 

問題点をしっかり把握し、業務に反映
していくために毎月 1 回全体会議を開催
し、利用者アンケートや貴市及び葬儀業
者様等からのご意見を集約し、要望され
ている事項などに対して対策を検討し改
善してまいります。施設の運営に関係す
る葬祭業者との「葬祭業者連絡協議会」
を設置し、互いの利用者サービス向上へ
向けた会議を開催します。 
 

アンケートによる様々な意見、要望に際し
翌日には改善を行っており、また、貴市へ
の報告は適時適切に行っております。 
葬祭業者連絡協議会を初年度より実施して
おりますが、昨年同様、今年度も新型コロ
ナウイルス感染症のリスク、感染防止の観
点から、中止とさせていただき、業者様に
は書面にてやすらぎの杜からのお願い、要
望等の周知徹底及び、業者様からの要望な
どの意見交換を行いました。 
利用者サービス維持向上を図るために、市
との定期モニタリングで自主提案、協議を
行い毎年向上が叶う様に取り組んでおりま
す。 

4 

新型コロナウイルス感染拡大に
より、葬祭業者連絡協議会は書面
開催となったが、利用者の窓口と
なる葬祭業者の意見や要望の把握
に努め、良好な運営を行ってい
る。 
 また、利用者アンケートについ
ても、独自でハガキを設置するな
どニーズの把握に努め、サービス
の改善提案に繋げている。 
 

5 

環境に配慮し
た管理運営を
目指し、ごみ
の減量、省エ
ネルギー等具
体的に事業計
画で提案され
ている。 

電力使用量の削減、コピー用紙使用量
の削減を全社で取り組み、環境への負荷
を低減するよう貢献します。可能な限り
裏紙の使用、グリーン調達物品の購入を積
極的に展開し、環境負荷への配慮と共に、
コストの削減へと繋げます。また、運営に
支障のない範囲で、照明や空調設備等の
電力使用を極力控え、省エネ活動の実施

コピー用紙を含め、グリーン購入を積極的
に進めております、印刷物においてもエコ
を念頭に置き作成しております。電気使用
量は昨年度より大幅な火葬件数の増加、新
型コロナウイルス感染者の火葬件数の増加
に伴う時間外の電気使用により前年の使用
量より増えております。 

 

4 

 火葬受付件数の増加に加え、新
型コロナウイルス感染者の火葬件
数も増加する中で、効率的な燃料
使用のため、ご遺体の状況等に応
じた火葬を実施する等、エネルギ
ー削減の意識を持った取り組みが
実施されている。その他、使用し
ていない施設の照明や空調を消す

4 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

に努めます。 
 

など、積極的な省エネ活動に取り
組んでおり、今般の電気料金高騰
等への対応については、事業の継
続を前提に、可能な範囲で新電力
会社との契約継続に取り組まれて
いた。 
 

  

一次評価（指定管理者による評価） 平均点 4.1 二次評価（市による評価） 平均点 3.8   

  

 

一次評価者（指定管理者）所見 

五輪・日本管財グループとして二期目の四年目を運営させて頂きました。 
昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、様々な感染防止を行いながら安全に対応出来たと思いま

す。 
自主提案事業として有料待合室和室 1（洋風）カーペットの更新、キッズコーナーのフロアマット等の更新を行い、待

合スペースを使用して頂いている御遺族様に少しでも清潔感、安心感を与えているかと思います。 
 また、大規模災害マニュアルを作成し提出させて頂きました。改めて今後起こり得る大規模災害に向けての意識向上、
職員の対応・訓練、施設の維持管理に努めていきたいと思います。 
昨今の懸念事項である施設設備更新における中長期的な修繕工事を計画して頂く事も含めて、日々経年劣化により必要

な修繕箇所も増えてきております。担当課様ご協力の元ではありますが、長期的な施設の維持管理、市民サービス向上に
向けた運営に努めていきたいと思います。 

  

総合評価 

二次評価者（施設
所管部署）所見 

施設の設置目的やその特性、利用者の多様なニーズ等を正確に理解するとともに、指定管理者としての役割を十分に果
たしており、事業計画に即した適切な管理運営が行われています。通常の火葬件数の増加に加え、新型コロナウイルス感
染者の火葬件数も大幅に増加するなかで、新型コロナウイルス感染者の火葬については、国のガイドラインに基づき体制
が整備されており、火葬場の運営を止めることなく 140件の火葬を執行したことは高く評価します。施設内では、故人と
の最後の時間を過ごす利用者への細やかな配慮を前提とした運営がされており、かつ、葬祭業者との良好な関係を築き、
適切な施設運営が行われていると考えます。 
今後の運営に際しては、火葬件数の増加や施設の老朽化、災害等の不測の事態に対応するための体制整備の構築等、

様々な課題が考えられます。利用者及び職員の安全を確保したうえで、火葬施設の継続運営に向け、市と連携・協力し、
適切でより良い施設運営に努めていただくことに期待します。 

事業計画に即した
適切な管理運営を
行っている 

 

 

 



 

２．収支状況

歳入

項目

指定管理料

利用収入

その他

小計　a

別掲として市への収入として

使用料

歳出

項目

人件費

建築設備保守管理費

定期清掃費

機械警備費

総合管理システム保守費

火葬炉保守費

残骨灰処理費

電気水道代等

消耗品代等

その他

小計  b

合計  a-b

90,797,000

-

99

単位：円

52,569,864

11,868,661

408,240

0

412,020

0

52,085,168

90,797,099 92,579,595

168,972,000 222,953,000

626,120

415,800

11,221,655

2,061,104 2,122,809 3,359,787

88,398,922

0

53,998,736

12,676,439

2,442,796

3,782,652

0

11,549,732

3,537,710

33,00032,400

3,780,000 3,845,320

32,400

88,674,290 89,667,771

11,852,681

3,127,528

3,825,312

3,182,271

85,915,293

50,549,595

3,372,470

89,006,934

3,740,000

33,000

13,674,220 12,860,657

3,477,600

408,240

単位：円

平成30年度 令和元年度 令和3年度

3,470,421

3,577,012

12,505,544

619,728612,144

3,656,495

408,240

2,338,934

令和3年度平成29年度

88,254,154

88,254,227

平成29年度

141,742,500 161,570,000

単位：円

単位：円

令和元年度

‐

73

91,068,038

平成30年度

91,068,000

‐

38 110

－

92,579,485

令和２年度

91,758,656

－

53

91,758,709

199,832,500

令和２年度

53,555,216

12,584,000

626,120

415,800

0

3,839,000

33,000

10,338,203

2,911,824

１．利用状況

開館日 364 日 364 日 365 日 364 日 364 日

施設利用件数 4,730 件 5,083 件 5,241 件 5,367 件 5,878 件

　内訳　12歳以上 4,640 件 4,972 件 5,137 件 5,279 件 5,786 件

　　　　12歳未満 15 件 12 件 15 件 10 件 10 件

　　　　死産児 64 件 82 件 72 件 59 件 62 件

　　　　その他 11 件 17 件 17 件 19 件 20 件

待合室利用件数 1102 件 1262 件 1306 件 1285 件 1495 件

霊安室利用件数 108 件 103 件 118 件 124 件 175 件

令和元年度 令和3年度平成29年度 令和２年度平成30年度


