
『火葬場とは』 

火葬の意味を考え火葬場のあり方を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産となっている火葬場（スウェーデン・ストックホルム市 森の火葬場、森の墓地） 

火葬場に関わる全ての業務を支援します 

○ 調査・計画から建設や運営に対するサポート 

   

○ 火葬場の理解を深めるための講演会の開催 

   

○ 火葬場の知識を深めるための講習会・見学会の開催 

   

○ 住民参加の施設づくり（ワークショップ）への協力 

   

○ 葬祭施設に関する研究と普及啓発活動 

   

○ 海外視察と海外の関連団体との交流 

   

KASOUKEN 一般社団法人 火 葬 研 
ASSOCIATION OF RESEARCH INITIATIVES FOR CREMATION, FUNERAL AND CEMETERY STUDIES 



■ 火葬研について 

 概念（目的）  

火葬場・葬祭施設の進歩発展を図り国民福祉の増進に寄与する為、理念に基づいた「調査・研究」「情報の発信」

を行います。 

 

 活動方針  

  火葬場のあるべき姿の方向性と課題  

   弔う場としての空間構成 

葬送を行なう火葬場は、誰にも避けることのできない死に関わり、全ての人の生活に密着した施設であります。

ただ単に、遺体を燃やしているのではなく、遺体と最後のお別れを行う「告別行為」、遺体が火葬炉に納まるの

を見届ける「見送り行為」、火葬後の焼骨を確認し、遺族らが拾い骨壷に収める「拾骨行為」などの葬送行為を

通して、故人の死を受容する場になっています。 

   お別れの場として求められる雰囲気づくり 

本来の火葬場がもつべき「別れの場」「葬送の場」となるよう、内部空間や周辺環境にも配慮し、利用者や地域

住民の方々にも満足感を与える雰囲気づくりが望まれます。 

   火葬場が抱える課題 

人口減少社会に向かう中、多くの公共施設では合理化のもと整理統合が進んでいますが、火葬場は他の公共施

設と違い将来の死亡者数の増加や災害対策に対応するため、火葬場の機能充実が求められています。しかし、

火葬場建設の際に住民の理解を得るのは困難で、機能拡充の場合でも合意形成が難しい施設という特性があり

ます。 

また遺族へのモニタリングが難しく、サービス内容を含め意見を求めることが困難で、建築計画的な問題点が

表面に現れない点があります。 

 

  本法人の活動方針の骨子 

火葬場は、都市施設として必要不可欠な施設であり、災害時を含め、その機能を絶えず安定的に維持していく

必要があります。 

そのためには、多くの方に火葬場を知ってもらい理解してもらうことが重要と考えます。 

   ■活動内容 

◆火葬を中心とした葬祭の歴史・実態・あるべき姿を調査に基づき実証的に考察します。 

◆火葬・火葬場本来の役割を見直し、住民の理解を深める活動を行います。  

◆火葬場や葬祭施設が果たすべき役割について具体的な提案を行います。  

◆周辺地域住民への配慮や環境整備を意識した建築計画を提案します。  

◆会葬者や故人の尊厳を十分に配慮した葬送の場に相応しい空間づくりを行います。 

 

 事業内容  

   本法人は火葬及び葬祭に関する次の事業を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

1)火葬及び葬祭に関する調査研究 6)火葬や葬祭に関する研修会等の開催 

2)火葬及び葬祭に関する情報センターの設置 7)火葬に関する知識習得者に対する認定 

3)火葬及び葬祭に関する研究専門部会の設置 8)火葬場及び関連施設の提供するサービス内容の評価 

4)火葬や葬祭に関する内外との交流 9)火葬及び葬祭に関する情報誌の発行 

5)火葬や葬祭に関する相談窓口の開設 その他本会の目的を達成するために必要な事業 

 



 火葬場関係業務のフロー  

     火葬場の企画・立案から建設までのフローと、それに対応する業務を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動実績 

 主な業務実績  

○ 基本構想・基本計画作成業務 

神奈川県相模原市：検討委員会運営支援等業務 

（新たな火葬場のあり方等検討委員会に関する運営支援と火葬場に関する調査） 

斎場整備基本計画策定支援業務委託 

（相模原市斎場整備基本計画策定支援業務として新斎場整備基本計画準備資料策定） 

長野県北信保健衛生施設組合：斎場候補地基礎調査業務 

             （北信斎場候補地選定に伴う基礎調査業務） 

斎場建設基本構想（案）等作成業務 

（基本構想（案）の作成とプロポーザルの要綱作成） 

三重県多気町：  火葬場建設基本計画策定支援業務  

（火葬場建設に伴う基本計画書と都市計画位置決定に必要な資料作成） 

愛知県津島市：  斎場改修基本計画等業務 

（斎場の改修工事に関わる基本計画等作成及び業者選定に関する資料の策定） 

             斎場基本構想策定支援業務 

（津島市斎場基本構想策定支援業務） 

静岡県伊豆の国市：斎場整備調査業務 

（斎場整備基本構想策定及び住民に対する火葬場の講演会の実施） 

ほか基本計画の策定多数 

○ 基本設計業務 

新潟県新潟市：  斎場大規模改修工事基本設計業務 

（新潟市新津斎場における調査業務及び大規模改修工事に関する基本設計） 

ほか設計に関する技術支援多数 

 ○ 住民対策に関わる業務 

    長野県北信保健衛生施設組合：斎場更新住民説明資料作成業務 

             （既存敷地内での建替え及び候補地内での建設に関する計画案の作成） 

    住民に対する講演会の実施 

             広島県三次市、徳島県つるぎ町、長野県佐久市、静岡県伊豆の国市、北海道音更町ほか 

火葬炉メーカーの選定 設計事務所の選定 

○ 調査・資料作成業務 
既存建物・設備の状況調査、維持

管理及び改修計画に関する資料

作成など。 

○ 基本構想業務 
現況調査、規模算定等、基本構想

の立案・作成支援など。 

  ○ 基本計画業務 
用地選定、住民対策に関する支

援、基本計画の作成、都市計画決

定に関する業務支援など。 

   

○ 基本設計・実施設計業務 
配置計画、動線計画、運営計画等

設計支援など。 

   

○ 業者選定業務 
プロポーザルの実施要綱作成、 

選定に係る技術支援など。 

   

○ 施工監理業務 
火葬炉設備に関する図面照査、施

工監理など。 

   ○ 運営支援業務 
運営に関するアドバイス、指定管

理者選定業務支援など。 
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 ○ 業者選定業務 

沖縄県南部広域圏事務組合：南部広域圏南斎場に係る火葬炉設備技術提案書比較検討報告書再検討業務 

（火葬炉設備技術提案書比較検討書についての再検討の実施） 

埼玉県広域静苑組合：改修工事設計者及び火葬炉設備工事業者選定プロポーザル技術支援業務委託 

（越生斎場改修工事設計者及び火葬炉設備工事業者選定プロポーザル技術支援業務） 

ほか設計者選定等プロポーザルに関する支援業務多数 

 ○ 施工監理業務 

新潟県新潟市：  斎場大規模改修火葬炉設備設計・施工工事管理業務委託業務 

（新潟市新津斎場大規模改修火葬炉設備設計・施工工事管理業務委託業務） 

 ○ 建設に全般に関するアドバイザー業務 

            広島県三次市、香川県三豊市、愛知県五条広域事務組合ほか 

 ○ 調査・資料作成業務 

東京都公益財団法人東京市町村自治調査会：多摩・島しょ地域における火葬場の需給及び運営に関する調査研究に係る業務 

（多摩・島しょ地域における火葬場の需給及び運営に関する調査研究） 

石川県金沢市：  火葬炉施設等に係る調査 

（長期計画の策定、基本構想案を作成するための資料作成と火葬炉施設等に係る調査業務） 

新潟県柏崎市：  斎場大規模改修計画策定業務 

（柏崎市斎場に関する火葬炉設備及び建物の調査及び大規模改修に向けた資料の作成） 

 

 主な研究実績  

○ 日本建築学会：計画系論文報告集 

「火葬場の平面構成と建物面積及び建築費について」 計画系論文報告集 No.603 2006年 5月 

「火葬場の平面構成が葬送行為に及ぼす影響について」 計画系論文報告集 No.603 2006年 5月 

○ 日本建築学会：技術報告集 

「火葬場の葬送行為と運営方針を加味した必要火葬炉数算定方法の開発」 技術報告集第 22号 2005年 12月 

○ 日本建築学会：地域施設計画シンポジウム 

「東日本大震災における火葬場の被災状況と対応について」 日本建築学会地域施設計画研究 30 2012年 7月 

「市民が用地選定から火葬場計画まで関わった市民参加による火葬場建設について－広島県三次市「悠久の森」の火葬場建設事

例をもとにして－」 日本建築学会地域施設計画研究 31 2013年 7月 

「火葬場の現状と死亡者数増加に伴う今後の課題について」 日本建築学会地域施設計画研究 32 2014年 7月 

○ ＩＳＡＩＡ（International Symposium on Architecture Interchanges in Asia） 

「A Study of about How To Lead Designer Choice and Crematory Designs By the Proposal」 9th ISAIA ROCEEDINGS October,2012  

「About a change of the burial of remains act that watched from treated of a crematorium」 6th ISAIA ROCEEDINGS October,2006 

                                                                                  ほか多数 

 教育活動  

○ 研修会・講習会の開催 

火葬場の「計画」「設計」「業務」に関する知識習得のための認定講習及び研修会・施設見学会の開催 

※ＪＩＡ（日本建築家協会）のＣＰＤ（Continuing Professional Development継続職能研修）プロバイダーとなっております。 

 

 普及啓発活動  

○ テレビ放映 

「別冊アサ（秘）ジャーナル」（「葬儀業界」を徹底取材）2010年 5月 31日（月）放送 

「ＮＨＫクローズアップ現代」（お葬式が出せない）2012年 12月 5日（水）放送 

○ 講演会での講師 

平成 26年度 近畿経済産業局ＰＦＩ/ＰＰＰセミナー ほか 

■沿革 

      1999年 6月 23日 東京電機大学内に火葬研究協会を設立 

      2009年 10月 5日 一般社団法人として法人認証、名称を『火葬研』へ変更 

 

 
一般社団法人 火葬研（カソウケン）kasouken 

〒101-0054  東京都千代田区神田錦町 2-5-9 神田カトランビル 402 

TEL 03-3518-2821  FAX 03-3518-2820 

E-mail：kasouken＠mbe.nifty.com  URL：http://homepage3.nifty.com/kasouken/ 
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