
 1 / 8 

 

令和 2年度第 1回三刀屋斎場指定管理者選定委員会 議事録 

〇開催日時   令和 2年 10 月 14日（水）8時 56分～10時 55分 

〇開催場所   雲南市・飯南町事務組合 掛合事務所会議室 

〇出席委員   委員長  藤井 勤（副管理者） 

   委 員  陶山清男（事務局長） 

         〃   古林 茂（事務局次長） 

         〃   後山洋右（総務部長） 

         〃   奥田 清（幹事：雲南市市民環境部次長） 

         〃   藤原清伸（幹事：飯南町住民課課長） 

             （欠席委員なし） 

〇事務局員   総務課 課長補佐 上田英希、主任主事 竹田佑子 

〇会議書記   総務課 主任主事 竹田佑子 

 

〇指定管理指定申請者（出席者） 

  株式会社 雲南テクニカルサービス  代表取締役 都間正隆 

            〃     取締役総務部長 井上育子 

〃     三刀屋斎場場長 加藤久幸 

 

１．開 会（8時 56分～9 時 00分） 

 陶山事務局長が（資料 1）雲南市・飯南町事務組合指定管理者選定委員会の組織

及び運営に関する要綱を説明。 

  ・第 3条 本委員会は 6名の委員で構成 

  ・第 4条 委員長は副管理者 

  ・第 5条 会議議長は委員長 

  ・第 9条 会議は非公開、審査経過及び結果は公表 

 陶山事務局長が、委員全員出席により会議成立を宣言。 

 

２．辞令交付（9時 00分～9 時 01分） 

 陶山事務局長が、辞令書を机上配布してある旨を告げる。 

 

３．委員長あいさつ（9時 01分～9 時 03分） 

 藤井委員長が開会のあいさつを行う。 

  ・申請団体は、現指定管理者（株）雲南テクニカルサービス 1社のみ 

  ・三刀屋斎場の近年の火葬件数の状況 

  ・三刀屋斎場供用開始から 24年経過し修繕箇所増加 

  ・厳正な審査と適正な候補者選定を要請 
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４．説明事項（9時 03分～9 時 18分） 

 藤井議長が、議題「4．説明事項」について事務局の説明を求める。 

 古林次長が（資料 2）雲南市・飯南町事務組合火葬場の設置及び管理に関する条

例、（資料 3）三刀屋斎場指定管理者仕様書、（資料 4）三刀屋斎場指定管理者募集

要項を説明。 

 藤井議長が委員に対し質疑を求める。 

 ＜質疑＞ 

 藤井議長「（資料 3. 三刀屋斎場指定管理者仕様書）３ページにある指定管理者が

行なう業務のうち、新感染症対策業務についてどういう対策を講じるのかにつ

いては、事務局と相談・協議をしているか」 

  ＜答弁＞ 

 古林次長「現在、新型コロナ対策を実施しているが、指定管理者と協議のうえ、

事務組合管理者名で通知を行っている。今後も同様にしたいと考えている。」 

  ＜他に質疑・意見なし＞ 

藤井議長が条例・仕様書・募集要項に基づいて審査することを宣する。 

 

５．議 事 

（１）選定要件、審査基準について（9時 19 分～9時 28分） 

  藤井議長が議事「（１）選定要件、審査基準」について事務局の説明を求める。 

古林次長が、（資料 5）選定要件、審査基準の説明を行う。 

藤井議長が委員に対し質疑、意見を求める。 

＜質疑・意見なし＞ 

藤井議長が選定要件、審査基準の決定を諮る。 

＜異議なし＞ 

藤井議長が選定要件、審査基準を原案どおり決定することを宣する。 

 

（２）書類審査（9時 28分～9 時 31分） 

  藤井議長が議事「（２）書類審査」について事務局の説明を求める。 

古林次長が、（資料 6）書類審査（提出書類一覧）の説明を行う。 

 藤井議長が委員に対し質疑を求める。 

  ＜質疑・意見なし＞ 

 藤井議長が書類審査の合格を諮る。 

  ＜異議なし＞ 

 藤井議長が書類審査は合格と宣する。 

 

  

（9時 32分～9 時 48分 休憩） 
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（３）申請者プレゼンテーション及びヒアリング（9時 48分～10時 28分） 

 申請者に対し、藤井議長からプレゼンテーション及びヒアリングについて説明。 

 

 （9:50 プレゼンテーション開始）株式会社雲南テクニカルサービス 

 

 9:50  都間代表取締役 挨拶 

 平成 20年から指定管理者となり、来年で 13年目を迎える。 

事務組合に対しては、これまでのご尽力に感謝するとともに、引き続き指定管理

を私どものほうで努めさせて頂きたく、これから説明申し上げる。 

 

9:51 井上部長 申請理由１～４の説明 

１．事務組合との長年に及ぶ信頼関係について  

雲南テクニカルサービスは、葬儀を専門とした会社組織であり、負のイメージを

伴いがちな人の死に対して、技術的にも精神的にも精通した運営に鋭意取り組み、

16年が経過。法令遵守のもと、利用者の希望に応えることを要としている。 

現在はコロナ禍にあることから、可能な限りの新型コロナウイルス感染防止対策

を実施し、利用者に安心してご利用いただく努力をしている。三刀屋斎場も同様で、

今年度当初から新型コロナウイルス感染症対策に努めてきた。これには事務組合と

の連携を欠かすことができない。令和 2年 4 月 6日付で、感染拡大防止強化に関す

る通達発出以来、職員も一定の決意をもって業務を遂行している。 

当初はどう対処してよいか暗中模索であったが、他市町に先駆け、早々に厳格な

ルールを定めそれが実現したのは、事務組合との 13 年に及ぶ連携・信頼関係の賜

物と感じている。 

飲食店や娯楽施設とは異なり、火葬場は唯一無二に匹敵する場所で、決して営利

を追求する場所ではない。同時に人の死に遭い遺骨を拾うというデリケートであり

人生の一大イベントに直面する場所でもある。 

新型コロナウイルスに関する知識や意識が当初に比べて向上していることから、

利用者の要望の変化も当然だと感じている。 

コロナ禍の過渡期に、引き続き指定管理を任せて頂くことで、コロナその他の感

染症対策を最優先し、感染の危機を徹底排除した継続可能な規則に則り業務を遂行

することで、三刀屋斎場の指定管理者になってよかったと住民に実感し、信用して

頂ける組織を目指したいと強く願っている。このコロナ禍で得るものがあるとした

ら信用しかないと考えている。 

 

２．データの保有と分析について 

13 年に及ぶ指定管理業務を継続しているからこその様々なデータの保有と分析

に努めてきた。資料 15ページから 21ページは、火葬場を取り巻く状況をグラフ化

したものである。15ページのグラフは、町の人口に比例した死亡数を表している。

ほぼ毎年同様の割合、同様の形をしている。 

16ページ目の資料は平成 21年から令和元年度までの統計である。全火葬件数に
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ついて、これは霊安室・改葬件数を含んでいる。霊安室利用数は、諸事情により病

院や施設から直接火葬場の霊安室に入られる件数で、改葬件数は、一度遺骨になっ

た方を再度火葬する件数、そして右下が火葬の実数を示している。 

18ページは、火葬全体を 100％とした通常火葬、改葬、霊安室の割合を示してい

る。これにより、改葬、霊安室の増加がひと目でわかる。 

17ページは、前ページと同じ改葬の件数のグラフだが、改葬回数は改葬された遺

骨の回数の合計のことである。改葬件数と同じ形状のグラフであり、この 10 年で

約 2倍の数となっている。これは、永代供養、納骨堂、墓じまいの増加の表れであ

る。地元業者いわく、この 10 年で仏壇の片付けが３倍になった。残骨灰業者も、

回収する遺骨の量は確実に 10 年前の５倍となったという。年齢別斎場利用状況に

ついて、これは三刀屋斎場で遺骨になる人は何歳代で亡くなるのかを示している。

90 歳代は 20～30％増、80 歳代は変化なし、70 歳代は 20～10％台に減少である。

これにより、近年は長寿の時代になったということがよくわかる。 

18ページ、同規模で３炉の火葬炉をもつ近隣火葬場との件数比較を示している。

もともとの計画や火葬処理人口も異なると思うが、三刀屋斎場の炉の負荷が大きい

ことは一目瞭然であり、炉の老朽化は他所よりも早いと考えられる。次に霊柩車利

用数、これはテクニカルと頓原と宍道町と雲南市内の霊柩車を保有しない葬儀業者

の霊柩車利用件数を示している。火葬件数とは直接関係ないが、斎場の収益に関わ

るものである。 

19ページから 21ページ、雲南市、頓原、宍道町の死亡率予測と死亡者数予測を

表している。各自治体の総人口及び指数を参照に、国立社会保障人口問題研究所の

数値を引用した。どちらの市町も死亡率はあがっているが、予測死亡者数は人口の

減少とともに 2030年をピークに減少する見込みである。2019年の実際の死亡者数

は 2020年の予測に極めて近い数字である。いまのところ誤差は少ない。 

このように、ただ火葬をするだけでなく様々な角度から分析をしていることから、

こうした資料を参考に市政に貢献できればと考える。 

 

３．サービス業に関して 

 火葬業・葬祭業は極めて高度なサービス業であると認識していることから、斎場

と直結したシステムを確立することで、双方の能力を融合し、利用者のニーズに即

した対応に取り組みたい。例えば、近年は核家族化が進み、施設で死亡し、帰る自

宅も身寄りもない方、喪主が遠方在住で自宅のライフラインがままならない方、自

治会との付き合いが希薄、経済的に困窮している方など様々であり、ときに雲南市

役所の地域包括支援センターから仕事を頂くこともある。 

利用件数が増加している霊安室を効果的に利用することで、一連の行程を円滑に

し、地域の皆さんが安心して人を見送ることが可能になる環境を構築したい。安心、

信頼、利便性こそ指定管理者に対する信用に結び付くのではないかと考える。 

 

４．民間企業への委託について 

 雲南市内の様々な民間企業に委託していることから、多くの雲南市内の民間企業
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がそれぞれの資質を生かした地域住民の暮らしの手伝い、生活への提案、サービス

を提供することで、民間活力による経済の活性化に貢献できるのではと考えている。 

 

10:03～ 加藤場長 三刀屋斎場の現状と今後の在り方について説明 

 現在の建物ができてから 20年以上経過。軽微な機材故障から、重大な設備まで、

老朽化が進んでいる。計画的な補修を実施して頂くことにより、安心して業務遂行

ができる。指定管理者が行うべき修繕、火災・防火設備の部品交換に加えて想定外

の修繕が多々あり、突然発生しても対応できるよう予算を組み、資金を確保してき

た。 

しかし、火葬場の根幹である火葬炉の老朽化が日々すすんでいる。三刀屋斎場は

近隣の火葬場と比較しても火葬件数が多いことから火葬炉及び付随設備の稼働率

が高く、影響が多岐にわたっているのが現状である。１炉あたりの負荷は大きく、

炉の新設は近い将来不可欠なものと考えている。１件あたりの火葬必要経費につい

ては概ね 5万円以上かかっているが、利用者に負担を頂く火葬の利用料金について

は、消費税 3％時と同じ 12 千円に留まっている。ガス料金の経費が年々嵩むこと

もあり、利用者の負担増加を希望したい。 

コロナ禍で不安な毎日を過ごしているが、休場することなく業務を運営するため

には、職員が感染しないことが一番であり、それが一番の信用につながると考えて

いる。職員が不測の事態になった場合に備えて、退職者 2名に依頼して出勤できる

よう了解を得ている。また、クラスターが発生した場合には、速やかに連絡を取り

合い、事務組合にも協力をお願いしたい。 

斎場内の衛生管理に努め、職員が一致団結して業務に邁進する。利用者に対して

利便性と満足の向上を目指し、質の高い業務に努めますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 

10:08 ヒアリング 

藤井議長「火葬件数のうち霊安室の利用件数が 29 件と増えているが、これは病

院から直接搬送されたあとはどうされるのか。」 

井上部長「24時間経ったら火葬するが、まず帰る場所がないので霊安室に搬送す

るという流れである。弊社が指定管理者になる以前、平成８年～16年ま

での 8 年間ではたった 2 回しか霊安室が使用されていなかったと聞い

ている。葬儀屋の立場から見れば、こんないいものがあるのならぜひと

いうことで活用させて頂いた。住民のなかには時代とともに帰る場所が

ない人もいらっしゃるので、この伸びは当然のことと実感している。火

葬件数の中には霊安室利用件数が含まれているが、火葬場使用料＝火葬

件数ではないので、資料として実質の数値を出した。」 

藤井議長「新型コロナに関して、事務組合と協議のうえ県外者や人数の制限など

速やかに方針を出して頂いたことで一定の効果が出ていると思うが、そ

のことに対して利用者からどういう反応があったか。」 

井上部長「火葬場に入場されてからは人数制限がしてあるのでその後も含めて対
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策は万全であるが、むしろそれを伝える他の葬儀業者にかかっている。

これまで数件トラブルはあったが、大きな問題にはつながっていない。

また、利用者の意識も向上し、皆さんマスクも消毒もしているので、今

後は少し解除の方向に向かってもよいのではと判断している。他の遺族

から感染者が発生した場合など万が一に備えて連絡が取れるよう、喪主

名で入場者全員の氏名・住所・連絡先を記入させるシステムに変えたい

と考えている。やってみないとわからないが、現状のままではいけない

と思っているので、実際世の中もそのように動いているので、県外者も

受け入れるが、どのような人が入ったのかきちんと名前を控えるが、そ

れは個人情報にもつながるので、その書類は 1ヶ月で破棄したいと考え

ている。また相談させてください。」 

奥田委員「指定の休場日以外は営業をするということで、職員のシフトを組むに

あたり健康管理面も重要視されていると思うが、そういった点で何か心

掛けている点があれば教えて頂きたい。」 

加藤場長「職員は毎朝検温し記録をつけている。そのほか、適宜手指消毒とうが

いを実施している。」 

奥田委員「どうしても病気になるということもあると思うが、そういうことも考

慮してシフトを組んでいるか。」 

加藤場長「これまで、火葬件数が多いときは職員が休みの日でも出勤してもらい、

後日休みを振り替えてもらうという対応をしてきたので、人員不足が理

由で火葬業務に支障がでたことはない。緊急時に備えて退職者 2名に依

頼し、緊急時に出勤できるよう了解を得ている。これまでも数回依頼し

たことがある。労働基準法には従っているので問題はない。」 

井上部長「先ほど話にあった県外者への対応に関連して、他の民間企業（病院や

介護施設）の対策も参考にしている。例えば病院では、お見舞いに来ら

れる方が県外者で、公共交通機関で来られた場合、2週間経ってからで

ないと来院を控えてもらうほか、病院の職員が県外に滞在した場合、2

週間出勤を控える等といった対応をしてきたと聞いた。」 

古林次長「火葬炉について、4炉設置できる場所のうち 3炉が設置され 1炉空い

ているという現状だが、もう 1炉増設することについてご意見を伺いた

い。資料 18 ページのグラフを見ても、三刀屋斎場は近隣の火葬場と比

べて突出して火葬件数が多いが、その反面 2030 年～40 年にピークを

迎え、その後火葬が減ると予測される。また、施設の耐用年数から考え

れば、増設を行うのは今の時期ではないかと考えている。そのことにつ

いて、ご意見をお聞かせ願いたい。」 

加藤場長「１炉あたりの年間件数が設計よりもオーバーしている。火葬炉内のレ

ンガについて定期的に補修をして頂いているが、レンガが落ちるときは

一気に落ちてしまう。それを考えると、炉の増設のタイミングは今がベ

ストではと考える。新設となると料金も高くなるので、増設がいいと思

われる。」 
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古林次長「火葬料金は据置となっているが、ご意見を伺いたい。」 

井上部長「もともと 12 千円の火葬料のみ非課税であるが、他の料金、例えば霊

安室使用料などは、消費税がかかる。霊安室は 24時間 5千円であるが、

増税により今は 4千円弱の収益になっている。同様に、指定管理料につ

いても 40 万円負担が増えている。まずは指定管理料を増額することよ

りも、一人一人の使用料を増額することを検討していただけないか。光

熱費もかかるので、その点も考慮して頂きたい。」 

古林次長「行政側に対して、斎場の管理面で困っていることや要望などのご意見

があれば教えて頂きたい。」 

加藤場長「行政側から提出される申請書について、雲南市と飯南町については

FAXで事前に送付を頂いている。しかし、松江市宍道町からは、FAXで

は申請書を送りませんと言われた。話し合いはしたが、それでお願いし

ますと言われた。こちらとしては、申請書が作業指示書に該当するので、

それを前もって送れないというのは非常に困る。火葬業務と申請書の処

理を同時にこなすことになるので、業務に支障をきたしている。宍道町

の火葬が 1件であれば対応できるが、他の火葬と重なった場合、時間を

とられてしまう。松江市に対して、作業手順を従来どおりに戻して頂く

よう、事務組合からも要望をして頂けないか。」 

 

10時 27分 藤井議長が申請者に対し今後の日程を説明。 

 

10時 28分 申請者退席 

 

10時 29分 【委員】採点→休憩 

【事務局】集計→印刷 

 

10時 44分 再開 

 

（４）採点、評価、講評及び指定管理候補者選定（10時 44分～10時 52分） 

各委員に集計表を配布。 

古林次長が採点結果を説明。 

（基準 1）委員合計 143点 

（基準 2）委員合計 225点 

（基準 3）委員合計 205点 

（合計）573点 

選定要件を満たすことを説明。 

藤井議長が質疑及び委員の評価講評を求める。 

＜評価講評＞ 

  ・株式会社雲南テクニカルサービスは現在の三刀屋斎場指定管理者であるが、

日々熱意をもって真摯に業務遂行をされ、高い評価に値します。 
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  ・事業計画においても、利用者や住民を第一に考えた内容であり、指定管理者と

して相応しい団体です。 

  ・使用料の改定と火葬炉の増設について要望があり、現在の指定管理者業務や今

後の事業計画において、様々な工夫や非常に苦労されていることが分かります。 

  ・使用料については、改定することになれば、十分な体制強化などの対策を行う

ことが可能となります。 

・火葬炉増設については、リスク管理の面からも行政側と具体的な検討、協議に

入る時期であると思われます。 

＜質疑なし＞ 

 藤井議長が候補者の選定を諮る。 

＜異議なし＞ 

 藤井議長が異議なしと認め、本委員会は、株式会社雲南テクニカルサービス代表

取締役都間正隆を指定管理者候補者として選定することを宣する。 

 

（５）審査経過及び結果の公表について（10時 52分～10時 54分） 

藤井議長が要綱第９条により審査の経過及び結果について公表することを宣す

る。公表の内容及び時期について事務局提案を求める。 

古林次長が公表の内容は、①選定した指定管理候補者の名称 ②得点 ③評価の講

評 ④議事録、公表の時期は、11月上旬頃に事務組合ホームページに掲載すること

を提案する。 

 藤井議長が委員に対し質疑を求める。 

＜質疑・意見なし＞ 

 藤井議長が事務局提案のとおり公表することに異議はないか諮る。 

＜異議なし＞ 

 藤井議長が異議なしと認め、公表の内容及び時期を事務局提案のとおりに決定す

ることを宣する。 

 三刀屋斎場指定管理者の選定に関して、本日で全ての審議の終了を宣言する。 

 

＜事務連絡＞10:54 

陶山局長が、資料及び申請者提出書類は取扱注意・部外秘、委員会内容と結果は

公表時期までは部外秘とすることを委員へ依頼する。 

 

６．閉 会（10時 55分） 

 


