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紅葉の季節を迎えましたが、いかがお過ごしですか。寒くなりますが、くれぐれもご自愛ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５.１１ 

活
動
ト
ピ
ッ
ク
ス 市民大学講座受講 飯田市議会との交流 研究発表会（阿木小学校） 

なくてはならない火葬場  市民の理解があっての施設 どうあるべきか？ 

①中津川市の火葬場 

  坂下（昭和 36 年）・中津川（昭和 50 年）・付

知（平成元年）の３箇所に点在し、新しい付知で

も 27 年が経過しています。 

②火葬場の問題 

  老朽化・維持管理経費の増加・設備等の旧式に

よる利用上の問題等があります。 

③新火葬場建設検討委員会の設置（平成２１年） 

平成 23 年、委員会が望ましい候補地として現

中津川斎場と苗木大牧地内に絞りました。 

平成 27 年、現中津川斎場の建て替えで進めて

いましたが再検討することになりました。 

④現在の動き 

  新たな候補地を検討中。 

⑤文教民生委員会行政視察 10/14・15 

    今後の建設を踏まえ、比較的新しく建設された

南砺市・近江八幡市の火葬場を視察しました。 

なくてはならない施設を建設するためには、地
域との相互理解が重要と思います。 

火葬炉の機能や利便性が充実した各自治体の
使用料が 2 万～２万 5,000 円に対し、中津川市は
5,000 円となっています。施設利用料の受益者負
担の考え方を議論したなかで、火葬場のあり方を
考える必要があると思います。 

媒煙（ばいえん）・悪臭防止 

 南砺市・近江八幡市とも 

環境を意識した装置を整備 

しています。 

⑥各斎場比較 

項目 中津川市 南砺市 近江八幡市 

人体炉 4 3 4 

その他の炉 － 汚物炉 1 動物炉 1 

待合室 有（無料） 有（有料） 有（有料） 

火葬料金 ※1 

（市内） 
5,000 円 25,000 円 20,000 円 

  〃 （市外） 10,000 円 75,000 円 80,000 円 

火葬処理時間 約 120 分 約 80 分 約 80 分 

使用燃料 灯油 灯油 LPG ｶﾞｽ 

火葬業務 市営 委託 委託 

周辺環境 山林部 

平野部 

民間施設

隣接 

平野部 

周辺に住

宅地あり 

※１・・中津川・南砺市：12 歳以上 近江八幡市：13 歳以上  

 

 

  

富山県南砺市 
人口：53,549 人 
面積：669 k ㎡ 
火葬場数：４ 
※：建設後も年１回、
市長が地域の方と懇
談会を開催し、現状
確認を行っている。 

滋賀県近江八幡市 
人口：81,738 人 
面積：177 k ㎡ 
火葬場数：１ 
※：旧火葬場付近に
建て替え、住民の意
見を考慮した施設を
建設した。 

ペットについて 
 近江八幡市では、ペットの火葬を行っていますが、通
常の火葬業務前に処理しています。 

火葬立会い、収骨はない条件で受け入れています。 

炉と排気設備→ 

福光斎場（南砺市） 

さざなみ浄苑（近江八幡市） 

中津川市人口：81,036 人/ 面積：676 k ㎡/ 火葬場数：３ 
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１日（日）健康福祉まつり 

３日（火）飛翔の里まつり 

４日（水）電機東海Ｂ）議員団会議（～5） 

６日（金）神坂スマート IC 議員連盟役員会 

９日（月）中津川市空家等対策協議会 

1０日（火）議会改革特別委員会・協議会 

議員連絡協議会 

市民と議会の対話集会（～1２） 

1５日（日）富士通テン）クリーン作戦 

1９日（木）富士通テン OB 会行事 

2３日（月）八幡神社新穀感謝祭 

2４日（火）行政視察（～25） 

2５日（水）連合岐阜）東濃地協定期大会 

2７日（金）研究発表会（神坂幼稚園） 

2８日（土）加子母教育の日（加子母小学校） 

           ミニ集会（中央公民館） 

3０日（月）本会議（初日） 

11 月の予定 

「安心・安全・あたたかい中津川市」をめざして    

活動しています。市政への意見・要望、地域の問    

題など、お気軽にご相談ください 

携帯電話：090-5873-5152 

E メール：ushida@takenet.or.jp 

 

 

 

質問：いのしし等の被害が多い、現状と対策を教

えてほしい。 

回答 

①平成 24・25・26 年度の有害鳥獣捕獲状況 

種類 H24 H25 H26 

イノシシ 816 497 484 

ニホンザル 34 23 52 

ニホンジカ 13 22 32 

カラス 88 103 109 
 

地域別捕獲数 

（主な地域） 

 

H24 

 

H25 H26 

中津 83 66 92 

坂本 116 130 124 

福岡 195 65 59 

蛭川 113 78 56 

※捕獲数は、上記４種類の地区別合計。 

  坂本：約８割がカラスの捕獲数。 

被害額（千円） H24 H25 H26 

イノシシ 15,506 8,494 8,973 

ニホンザル 4,047 1,101 1,057 

ニホンジカ 648 505 1,343 

 

②有害鳥獣被害対策 

a:防除対策 

 ・進入防止柵の設置（市単独の事業） 

 H24 H25 H26 

設置件数  （件） 103 86 68 

設置距離 （km） 34 25 18 

市補助金額（万円） 173 147 110 

b:捕獲対策 

・網猟及びわな猟免許の取得年齢の引き下げ 

・有害鳥獣捕獲隊員の確保・育成 

・ニホンジカ・イノシシの狩猟期間の延長 

・市内猟友会支部間の連携 

・センサーネットワークに関する研究・調査等 
上記以外に国・県の交付金等を活用し、進入防

止施設を設置しています。また、恵那市との広域
捕獲体制を整備するなど、継続して取り組んでい
くよう要望します。 

質問コーナー 

「市民と議会の対話集会」を開催します！ 

●内容 ①議会活動報告 

    ②意見交換「リニアを迎えるまちづくり」 

●開催日・場所 

11/10 

（火） 

坂本       坂本公民館   ※ 

神坂/落合/馬籠 神坂公民館         

福岡 福岡公民館 

11/11 

（水） 

中津(東/南/西)      中津川文化会館 

山口/坂下/川上 山口公民館   ※ 

蛭川 蛭川公民館     

11/12 

（木） 

苗木 苗木公民館     

阿木 阿木公民館   

加子母/付知            付知公民館   ※ 

●開催時間 19 時～20 時 30 分（予定） 

●申込み 予約は不要です。居住地に関係なく、

どの会場に来て頂いても構いません。 

対話集会には、21 名の市議会議員が３班に分

かれて、各３会場に出向きます。 

私は、※印の会場に伺います。皆さんのご参加
をお待ちしております。 
 

 

 

お知らせコーナー 

中津川会場（昨年） 


