
令和元年６月１日現在

都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

北海道 札幌市山口斎場 北海道札幌市手稲区手稲山口３０８番地 011-691-3636 011-691-3644 nanaka-saijyo@chime.ocn.ne.jp http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/saijo/yamaguchi.html ＪＲ手稲駅から５㎞，車で１０分 札幌市 保健所生活環境課 011-622-5182

北海道 札幌市里塚斎場 北海道札幌市清田区里塚５０６番地 011-883-1561 011-883-3551 http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/saijo/satozuka.html ＪＲ新さっぽろ駅から１０㎞，車で２０分 札幌市 保健所施設課 011-883-1561

北海道 旭川聖苑 旭川市東旭川町倉沼６２番地の３３ 0166-39-7890 0166-36-1101 shiminseikatsu@city.asahikawa.lg.jp http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/800/852/856/p006228.html ＪＲ旭川駅から１０㎞，車で２５分 旭川市役所 市民生活部市民生活課市民生活係 0166-25-5150

北海道 函館市斎場 北海道函館市船見町２７－１ 0138-22-3450 0138-22-3450 ＪＲ函館駅から５㎞，車で１５分 函館市 保健福祉部管理課 0138-21-3298

北海道 函館市戸井斎場 北海道函館市館町１６９－１ ＪＲ函館駅から２８㎞，車で４０分 函館市 保健福祉部管理課 0138-21-3298

北海道 函館市椴法華斎場 北海道函館市絵紙山町２７－２ ＪＲ函館駅から４５㎞，車で６０分 函館市 保健福祉部管理課 0138-21-3298

北海道 函館市南茅部斎場 北海道函館市尾札部町２４５７－１ ＪＲ函館駅から３５㎞，車で４５分 函館市 保健福祉部管理課 0138-21-3298

北海道 小樽市葬斎場 北海道小樽市緑５丁目２番１号 0134-23-0568 0134-23-0568 sosaijo@city.otaru.lg.jp http://www.city.otaru.lg.jp/simin/sisetu/sosaijo/ ＪＲ小樽駅から５㎞，車で１０分 小樽市 生活環境部 0134-23-0568

北海道 浄安殿 岩見沢市東町１２７３番地６ 0126-22-2994 0126-22-2994 ＪＲ岩見沢駅から６㎞，車で１２分 岩見沢市 環境部環境保全課 0126-23-4111

北海道 美唄斎苑
北海道美唄市光珠内町３区
（美唄市字カーウシュナイ６６７番地８）

0126-63-3394 0126-63-2093
ＪＲ光珠内駅より約２．５㎞，沼貝神社より道央自動車道
方向へ約７００ｍ（車で５分）

美唄市役所 市民部生活環境課 0126-62-3145

北海道 篠津山火葬場 北海道樺戸郡月形町字知来乙１３１９番地１ http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp ＪＲ知来乙駅から１．４㎞，車で２分 月形町 住民課 0126-53-2323

北海道
三笠市葬祭場
柏の郷聖苑

北海道三笠市柏町９０９－１ 01267-2-2400 01267-2-2410 ＪＲ岩見沢駅から車で３０分 三笠市役所 総務福祉部市民生活課 01267-2-3189

北海道 伏古斎苑 北海道夕張郡長沼町字フシコ７７９０番地 0123-88-1390 0123-88-1387 ＪＲ由仁駅から７㎞，車で１０分
南空知葬祭組合（長沼町、南幌町、栗
山町、由仁町）

南空知葬祭組合事務局（由仁町役場
内）

0123-83-3903

北海道 夕張市葬斎苑 北海道夕張市清水沢１丁目 0123-59-7057 0123-59-7057 夕張市南支所から１．８㎞，車で３分 夕張市役所 市民課環境生活係 0123-52-3108

北海道 芦別市斎場 北海道芦別市本町１１１５番地の７ 0124-22-2999 0124-22-2999 ＪＲ芦別駅から２．５㎞，車で５分 芦別市役所 市民福祉部市民課 0124-22-2111

北海道 滝の川斎苑 北海道滝川市北滝の川２０２６番地の２ 0125-22-1957 recyclean@violin.ocn.ne.jp
http://www9.ocn.ne.jp/~recyclen/
http://www9.ocn.ne.jp/~recyclen/saienn.html

ＪＲ滝川駅から７㎞，車で１５分 中空知衛生施設組合 中空知衛生施設組合事務局 0125-75-3800

北海道 吉野斎苑 北海道砂川市北吉野町３１５番地１ 0125-52-5428 0125-52-5428 ＪＲ砂川駅から３㎞，車で８分 砂川地区保健衛生組合 砂川地区保健衛生組合事務局 0125-53-5353

北海道 奈井江町葬斎場 北海道空知郡奈井江町字奈井江１１５２番地２ 0125-65-4672 ＪＲ奈井江駅から３㎞，車で８分 奈井江町 建設環境課 0125-65-2116 浦臼町と共同運営

北海道 北空知葬斎場 北海道深川市一已町字一已２５０２番地１５

葬斎場
0164-22-3814
受付専用
0164-22-8899

組合事務局
0164-23-3585

kitacenter@north-sorachi-eisei.jp ＪＲ深川駅から５㎞，車で７分
北空知衛生センター組合（深川市、妹
背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町）

事務局 0164-23-3584

北海道 江別市葬斎場 北海道江別市対雁１００番地の４ 011-382-2449 011-382-2549 saijyo@mint.ocn.ne.jp ＪＲ江別駅から２．５㎞，車で５分 江別市 生活環境部市民生活課 011-381-1094

北海道 石狩斎場 北海道石狩市親船町１番地４２ 0133-62-3032 0133-62-3032 ＪＲ手稲駅から１６㎞，車で３０分 石狩市役所 環境市民部環境保全課 0133-72-3240

北海道 厚田斎場 北海道石狩市厚田区厚田１２５４番地２ 0133-78-2242 ＪＲ当別駅から３０㎞，車で４０分 石狩市役所 環境市民部環境保全課 0133-72-3240

北海道 浜益斎場 北海道石狩市浜益区群別１２１１番地４ 0133-79-2074 ＪＲ増毛駅から３６㎞，車で５０分 石狩市役所 環境市民部環境保全課 0133-72-3240

北海道 みどりヶ丘葬苑 北海道石狩郡当別町字青山１９８７番地 0133-27-2336
0133-23-3206
（担当部署）

kankyo@town.tobetsu.hokkaido.jp ＪＲ石狩当別駅から１２㎞，車で２０分 当別町 住民環境部環境生活課 0133-23-2503

北海道 千歳市葬斎場 北海道千歳市根志越１３６５番の甲 0123-22-2250 0123-22-2253 ＪＲ千歳駅から４．８㎞，車で１５分 千歳市役所

0123-24-3131
(内線265,367)
0123-24-0261
(直通)

北海道
恵庭市火葬場
恵浄殿

北海道恵庭市西島松２４８番地１ 0123-36-5541 0123-36-5556 ＪＲ島松駅から車で５分 恵庭市役所 生活環境部環境課 0123-33-3131

北海道 北広島市葬斎場 北海道北広島市仁別４０５番地７９ 011-376-2771 011-376-2771 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000416.html ＪＲ千歳線北広島駅から１４㎞，車で２０分 北広島市役所 市民環境部環境課 011-372-3311

北海道 島牧村葬斎場 北海道島牧郡島牧村字豊平１８６－１ 0136-75-6154 ＪＲ黒松内駅から４６㎞，車で２時間 島牧村 住民課 0136-75-6211

北海道 寿都町葬斎場 北海道寿都郡寿都町字湯別町下湯別627,642番地 0136-64-5810 寿都町役場から７㎞，車で１０分 寿都町 町民課 0136-62-2523
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１１．備考

北海道 ニセコ斎場 北海道虻田郡ニセコ町字羊蹄104番地35 0136-44-2050 ＪＲ函館本線ニセコ駅から約８㎞，車で約１０分 ニセコ町 町民生活課生活環境係 0136-44-2121

北海道 黒松内町葬斎場 北海道寿都郡黒松内町字ﾁｮﾎﾟｼﾅｲ43番地8 0136-72-3142 ＪＲ黒松内駅から約６㎞，車で約１０分 黒松内町 住民課戸籍・年金担当 0136-72-3312

北海道 喜茂別町火葬場 北海道虻田郡喜茂別町字富士見台29番地の1 0136-33-2303 喜茂別町役場から車で２㎞，車で５分 喜茂別町 住民課 0136-33-2211

北海道 余市町営斎場 北海道余市郡余市町梅川町570番地 0135-22-2205 0135-22-2205 eisei@town.yoichi.hokkaido.jp ＪＲ余市駅から７㎞，車で１５分 余市町役場 民生部環境対策課 0135-21-2118

北海道 京極町火葬場 北海道虻田郡京極町字川西227番地 0136-42-3405 ＪＲ倶知安駅から１７㎞，車で２５分 京極町 住民福祉課 0136-42-2111

北海道 留寿都村火葬場 北海道虻田郡留寿都村字留寿都247番地 0136-43-3958 ＪＲニセコ駅から２５㎞，車で２５分 留寿都村 住民福祉課 0136-46-3131

北海道 古平町営火葬場 北海道古平郡古平町大字浜町933番地15 0135-42-2644 古平町役場から１㎞，車で５分 古平町 町民課町民生活係 0135-42-2181

北海道 積丹町葬斎場 北海道積丹郡積丹町大字日司町510番地 0135-45-6950 積丹町役場から７㎞，車で１５分 積丹町 住民福祉課 0135-44-2113

北海道 蘭越町斎場 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町538番地 0136-57-6045 ＪＲ蘭越駅から約１㎞，車で約５分 蘭越町役場 住民福祉課環境衛生係 0136-57-5111

北海道 赤井川村火葬場 北海道余市郡赤井川村字赤井川217番地2 0135-34-6804 ＪＲ余市駅から１６㎞，車で２０分 赤井川村 保健福祉課国保衛生係 0135-35-2050

北海道 仁木町火葬場 北海道余市郡仁木町南町9丁目10番3 0135-32-2044 ＪＲ仁木駅から１．５㎞，車で３分 仁木町 住民課環境衛生係 0135-32-2513

北海道 倶知安斎場 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫７５番地の５ 0136-22-1339 ＪＲ駅倶知安駅から５㎞，車で１５分 倶知安町役場 住民環境課
0136-56-8008
（直通）

北海道 神恵内村火葬場
北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村字大川２０５２
番地

0135-76-5222 ＪＲ函館本線小沢駅から３４．４㎞，車で５０分 神恵内村役場 住民課保健衛生係 0135-76-5011

北海道 室蘭市神代火葬場 北海道室蘭市神代町１３０－１ 0143-44-5739 0143-44-5739 eisei@city.muroran.lg.jp ＪＲ東室蘭駅から７㎞，車で１５分 室蘭市役所 生活環境部地域生活課 0143-25-2382

北海道 伊達市火葬場 北海道伊達市上館山町６３番地１０ 0142-23-5717 ＪＲ伊達紋別駅から約４㎞，車で７分 伊達市役所 経済環境部環境衛生課 0142-82-3245

北海道 伊達市大滝火葬場 北海道伊達市大滝区円山町３４０番地１ 伊達市役所大滝総合支所から約１０㎞，車で１０分 伊達市役所 大滝総合支所地域振興課 0142-82-6748 平成３０年６月より休止

北海道 登別市葬斎場 北海道登別市富浦町１８６番地１ 0143-83-1076 0143-83-1078 ＪＲ登別駅から約３．５㎞，車で約５分 登別市役所 市民生活部　市民サービスグループ 0143-85-2139

北海道 虻田火葬場 北海道虻田郡洞爺湖町清水２３４番地６ 0142-83-3181 ＪＲ洞爺駅から２㎞，車で５分 洞爺湖町役場 総務部住民課 0142-74-3002

北海道 壮瞥町火葬場 北海道有珠郡壮瞥町４４６番地５ kankyo@town.sobetsu.lg.jp ＪＲ伊達紋別駅から約１５㎞，車で２０分 壮瞥町役場 住民福祉課住民係 0142-66-2121

北海道 豊浦町営火葬場 虻田郡豊浦町字東雲町１１３番地２ ＪＲ豊浦駅から３㎞，車で３分 豊浦町役場 豊浦町町民課町民係 0142-83-1406

北海道 苫小牧市高丘霊葬場 北海道苫小牧市字高丘４１－１ 0144-32-3374 0144-32-2710 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/reien/reisojo.html ＪＲ苫小牧駅から５．５㎞，車で１０分 苫小牧市役所 環境衛生部環境生活課 0144-32-6333

北海道 白老葬苑火葬場 北海道白老郡白老町字白老８２０－１ 0144-82-3451 0144-82-3451 seikatu@town.shiraoi.lg.jp http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ 国道３６号線より車で大滝方面へ１２分（およそ９㎞） 白老町役場 生活環境課交通町民活動グループ 0144-82-2265

北海道 厚真葬苑 北海道勇払郡厚真町字美里１－５ 0145-27-2216 新千歳空港から車で４０分，ＪＲ苫小牧駅から車で５０分 厚真町役場 町民福祉課町民生活グループ 0145-27-2216

北海道 早来斎場 北海道勇払郡安平町早来北進２２１－３ 0145-22-2659 ＪＲ早来駅から５㎞，車で６分 安平町役場 税務住民課 0145-22-2940
胆振東部地震で被災し、現在
修理中につき休止中

北海道 追分斎場 北海道安平町追分青葉１－１６５ 0145-25-3297 ＪＲ追分駅から２㎞，車で３分 安平町役場 税務住民課 0145-22-2940

北海道 鵡川斎場 北海道勇払郡むかわ町汐見４８７－１４ 0145-42-4751 ＪＲ鵡川駅から４㎞，車で７分 むかわ町役場 町民生活課生活環境グループ 0145-42-4751

北海道 穂別斎場 北海道勇払郡むかわ町穂別和泉２９３ 0145-45-2467 ＪＲ鵡川駅から３３．３㎞，車で３６分 むかわ町役場 地域振興課町民グループ 0145-45-2114

北海道 浦河町葬斎場 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ４丁目３８７番地の３ 0146-22-3395
0146-24-2000
(町民課)

chomin@town.urakawa.hokkaido.jp ＪＲ日高本線浦河駅から５㎞，車で１０分 浦河町 町民課生活環境係 0146-26-9001 　

北海道 様似町葬斎場 北海道様似郡様似町栄町１４７番地 0146-36-2112 ＪＲ日高本線様似駅から２㎞，車で５分 様似町 町民課 0146-36-2112

北海道 えりも町斎場 北海道幌泉郡えりも町字新浜１８３番地 01466-2-3461 えりも町役場から２㎞，車で５分 えりも町 町民生活課 01466-2-4621



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

北海道 新冠町霊葬場 北海道新冠郡新冠町字高江４８９番地の９ 0146-47-3323 新冠町役場から３㎞，車で５分 新冠町役場 町民生活課 0146-47-2112

北海道 三石葬斎場 北海道日高郡新ひだか町三石旭町１７８番地 ＪＲ日高三石駅から２㎞，車で５分 新ひだか町役場 地域振興部町民福祉課 0146-33-2112

北海道 静内葬苑 北海道日高郡新ひだか町静内花園２４番地 ＪＲ日高本線静内駅から２．５㎞，車で５分 新ひだか町役場 住民福祉部生活環境課 0146-49-0289

北海道 日高町立門別葬斎場 北海道沙流郡日高町門別本町２５９番地の１ 01456-2-5163 http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/jumin/jumin-kasouba-bochi.html ＪＲ日高本線日高門別駅から１．５㎞，車で５分 日高町役場 日高町住民課 01456-2-6182

北海道 日高町立日高火葬場 北海道沙流郡日高町山手町３丁目４７１番地の１ http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/jumin/jumin-kasouba-bochi.html 日高総合支所から１．２㎞，車で３分 日高町役場 日高総合支所地域経済課
01457-6-2001
01457-6-2024

北海道 平取町斎場 北海道沙流郡平取町字荷負１３０番地８ 01457-5-5560 01457-5-5560 ＪＲ富川駅から３０㎞，車で３０分 平取町役場 町民課 01457-4-6113

北海道 木古内町火葬場 北海道上磯郡木古内町字大平１２０番地 01392-2-2365 01392-2-2365 ＪＲ北海道新幹線木古内駅から２㎞，車で５分 木古内町 町民課 01392-2-2365

北海道 森町葬苑 北海道茅部郡森町字霞台３０－２ 01374-2-1294 ＪＲ森駅から２．８㎞，車で１０分 森町役場 住民生活課 01374-2-2181

北海道 砂原斎場 北海道茅部郡森町字砂原西４丁目１８５－１４０ 01374-8-3904 ＪＲ掛澗駅から２㎞，車で５分 森町役場 町民福祉課 01374-8-3120

北海道 鹿部町斎場　鹿聖苑 北海道茅部郡鹿部町字鹿部２９８番地３ 01372-7-3809 ＪＲ鹿部駅から７．１㎞，車で１１分 鹿部町役場 民生課 01372-7-5290

北海道 ななえ斎苑 北海道亀田郡七飯町字桜町５１９－２ 0138-65-4008 0138-65-4008 ＪＲ七飯駅から２．６㎞，車で５分 七飯町役場 民生部環境生活課 0138-65-2516

北海道 北斗市火葬場 北海道北斗市桜岱２０６番地 0138-73-2409 kankyo@city.hokuto.hokkaido.jp https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/index.html ＪＲ上磯駅から５㎞，車で１０分 北斗市役所 市民部環境課 0138-73-3111

北海道 北斗市永遠の森火葬場 北海道北斗市向野３９１－１ 0138-77-8311 0138-77-8311 kankyo@city.hokuto.hokkaido.jp https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/index.html ＪＲ新函館北斗駅から８㎞，車で１５分 北斗市役所 市民部環境課 0138-73-3111

北海道 福島町火葬場　安養苑 北海道松前郡福島町字福島６２５番地 ＪＲ木古内駅から３２㎞，車で４０分 福島町役場 町民課町民係 0139-47-4681

北海道 江良火葬場 北海道松前郡松前町字高野１２２ 0139-45-2240 0139-45-2240 ＪＲ木古内駅から約７０㎞，車で約１時間３０分 松前町役場 町民生活課 0139-42-2275

北海道 八雲町熊石火葬場 北海道二海郡八雲町熊石根崎町６１０番地の２ 01398-2-2141 ＪＲ八雲駅から４０㎞，車で５０分 八雲町 熊石総合支所　住民サービス課 01398-2-3111

北海道 八雲町斎場 北海道二海郡八雲町大新６６番地の１ 0137-62-4758 ＪＲ八雲駅から５㎞，車で１０分 八雲町 環境水道課 0137-62-2111

北海道 長万部町葬斎場 北海道山越郡長万部町字富野１４４番地 01377-2-2967 01377-2-2967 ＪＲ長万部駅から４㎞，車で５分 長万部町 町民課生活環境係 01377-2-2453

北海道
やすらぎ苑　今金町葬斎
場

北海道瀬棚郡今金町字八束１８－６ 0137-82-1295 ＪＲ長万部駅から５０㎞，車で５０分 今金町
まちづくり推進課まちづくり推進グルー
プ

0137-82-0111

北海道 狩場葬苑 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島５５４番地２ 0137-84-6157 せたな町北檜山区市街地から車で１０分 せたな町 町民児童課 0137-84-5111

北海道 大成火葬場 北海道久遠郡せたな町大成区都４５１番地 01398-4-6224 せたな町大成総合支所から徒歩５分 せたな町
大成総合支所
庶務係

01398-4-5511

北海道 南部桧山葬斎場 北海道檜山郡江差町字五厘沢町２４番地 0139-53-6515 ＪＲ八雲駅から７０㎞，車で８０分 南部桧山衛生処理組合 業務第１係 0139-64-3943

北海道 上ノ国町葬斎場 北海道檜山郡上ﾉ国町字大崎２１５番２ 0139-55-3345 ＪＲ木古内駅から４３㎞，車で５２分 上ノ国町 住民課住民環境Ｇ 0139-55-2311

北海道 奥尻総合葬祭場 北海道奥尻郡奥尻町字赤石３９３番地の７・３９４番地 01397-2-2965 奥尻港から５㎞，車で１５分 奥尻町 地域政策課住民生活係 01397-2-3404

北海道 大雪葬斎場 北海道上川郡東神楽町東1線１２号３番地 0166-83-2249 taisetsusousai@town.higashikagura.lg.jp ＪＲ旭川駅から約１５㎞，車で約３０分 大雪葬斎組合
大雪葬斎組合事務局
（東神楽町役場くらしの窓口課）

0166-83-5402

北海道 当麻町葬斎場 北海道上川郡当麻町６条西３丁目１６０９番地１７ 0166-84-4404
0166-84-4883
(当麻町役場）

ＪＲ当麻駅から３㎞，車で５分 当麻町役場 税務住民課環境生活係 0166-84-2111

北海道 比布町営火葬場 北海道上川郡比布町北６線７号 0166-85-2111 0166-85-2389 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/ ＪＲ比布駅から２．５㎞，車で５分 比布町役場 保健福祉課 0166-85-4804

北海道 愛別町火葬場 北海道上川郡愛別町字北町３０１番地 01658-6-5989 ＪＲ愛別駅から１．８㎞，車で５分 愛別町役場 税町民課生活環境係 01658-6-5111

北海道 上川町立火葬場 北海道上川郡上川町東町１６７番２ ＪＲ上川駅から２㎞，車で５分 上川町 税務住民課住民グループ環境衛生担当 01658-2-4051

北海道
幌加内町葬斎場やすらぎ
苑

北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別 0165-35-3246 ＪＲ北海道ﾊﾞｽ幌加内駅から８．７㎞，車で１５分 幌加内町役場 住民課環境衛生係 0165-35-2124



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

北海道 天塩川清流苑 北海道士別市川西町３５６４番地 0165-23-3344 ＪＲ士別駅から３．５㎞，車で８分 士別市役所 市民自治部自治環境課 0165-23-3121

北海道 名風聖苑 北海道名寄市字緑丘１８８番地２ 01654-2-3204 01654-2-3204 ＪＲ名寄駅から４㎞，車で７分 名寄市役所 市民部環境生活課 01654-3-2111

北海道 和寒町葬斎場 北海道上川郡和寒町字松岡２３４番地 0165-32-2255 ＪＲ和寒駅より４㎞，車で４分 和寒町 住民課環境衛生係 0165-32-2421

北海道 剣淵町斎場 北海道上川郡剣淵町旭町１９５７番地 0165-34-3426 ＪＲ剣淵駅から４㎞，車で１０分 剣淵町役場 住民課環境生活グループ 0165-26-9026

北海道 下川町火葬場 北海道上川郡下川町上名寄３７１番地５ 07655-42084 下川町バスターミナルから３㎞，車で５分 下川町役場 税務住民課 01655-4-2511

北海道 びふか葬苑 北海道中川郡美深町字吉野３０５番地 01656-2-2929 01656-2-2929 ＪＲ美深駅より５㎞，車で約１０分 美深町役場 住民生活課 01656-2-1615

北海道 音威子府村葬場 北海道中川郡音威子府村字音威子府 ＪＲ音威子府駅から３㎞，車で５分 音威子府村役場 住民課住民生活室生活環境係 01656-5-3312

北海道 中川町火葬場 北海道中川郡中川町字誉６０番地４ 01656-7-2475 ＪＲ天塩中川駅から６㎞，車で８分 中川町 住民課住民サービス室 01656-7-2811

北海道 富良野市火葬場 北海道富良野市北扇山３ 0167-23-5350 ＪＲ富良野駅から５㎞，車で１０分 富良野市役所 市民生活部市民協働課 0167-39-2311

北海道 上富良野町葬斎場 空知郡上富良野町西二線北２５号 0167-45-5030 ＪＲ上富良野駅から１．４㎞，車で５分 上富良野町役場 町民生活課生活環境班 0167-45-6985

北海道 中富良野町西山火葬場 北海道空知郡中富良野町丘町５番地２ 0167-44-2609 ＪＲ中富良野駅から１㎞，車で５分 中富良野町 税務住民課 0167-44-2124

北海道 南富良野町斎場 北海道空知郡南富良野町字幾寅１２５６番１ ＪＲ東鹿越駅から６㎞，車で６分 南富良野町 建設課環境衛生係 0167-52-2179

北海道 占冠村営火葬場 北海道勇払郡占冠村字双珠別 0167-56-2173 0167-56-2184 http://www.vill.shimukappu.lg.jp/ ＪＲ占冠駅から５．５㎞，車で８分 占冠村役場 建設課環境衛生担当 0167-56-2173

北海道 やすらぎ聖苑 北海道留萌市沖見町６丁目３２番２ 0164-42-1199 0164-42-1268 ＪＲ留萌駅から２．８㎞，車で１０分 留萌南部衛生組合（留萌市・小平町） 留萌南部衛生組合 0164-43-2555

北海道 ましけ葬苑 北海道増毛郡増毛町暑寒沢４８１番地 0164-53-3302 旧ＪＲ増毛駅から７㎞，車で約７分 増毛町役場 町民課 0164-53-1112

北海道 はまなす聖苑 北海道苫前郡羽幌町字汐見５７３番地 0164-62-6560 ＪＲ留萌駅から５０㎞，車で１時間 羽幌町外２町村衛生施設組合 0164-68-1001

北海道 天売火葬場 北海道苫前郡羽幌町大字天売字和浦２２６番地 01648-3-5105
ＪＲ留萌駅から羽幌港まで５０㎞，車で１時間，羽幌港か
らフェリーで１時間３０分，天売港から約２㎞

羽幌町役場 町民課 0164-62-1211

北海道 焼尻火葬場 北海道苫前郡羽幌町大字焼尻字西浦５４番地
ＪＲ留萌駅から羽幌港まで５０㎞，車で１時間，羽幌港か
らフェリーで１時間，焼尻港から約２．４㎞

羽幌町役場 町民課 0164-62-1211

北海道 遠別町火葬場 北海道天塩郡遠別町字幸和９２１番地２
01632-7-2609
火葬場使用時のみ通話可

seikatsu.kouhou@town.embetsu.hokkaido.jp ＪＲ幌延駅から４０㎞，車で４０分 遠別町役場 住民課 01632-7-2113

北海道 天塩町火葬場 北海道天塩郡天塩町字川口２８６６番地 01632-2-2417
ＪＲ幌延駅から１５㎞，車で１５分，（沿岸バス）天塩バス
ターミナルから２㎞

天塩町役場 住民課 01632-2-1001

北海道 稚内聖苑 北海道稚内市大字声問村字サラキトオマナイ 0162-34-2447 0162-34-2447 ＪＲ稚内駅から７㎞，車で２０分 稚内市役所 環境水道部くらし環境課 0162-23-6181

北海道 猿払村火葬場 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町２５０番地 01635-2-3838 猿払村 住民課生活環境係 01635-2-3133

北海道 浜頓別町営浜頓別火葬場 北海道枝幸郡浜頓別町字頓別３０４８番地 01634-2-3088 ＪＲ音威子府駅から６３㎞，車で７０分 浜頓別町 住民課　環境生活係 01634-2-2345

北海道 中頓別火葬場 北海道枝幸郡中頓別町字豊泉１１１番地 01634-6-1878 ＪＲ音威子府駅から４０㎞，車で４０分 中頓別町役場 総務課住民グループ 01634-6-1111

北海道 やすらぎ聖苑 北海道枝幸郡枝幸町宇遠内１２１１番地５ 0163-62-3886 ＪＲ音威子府駅から５５㎞ 枝幸町 町民課環境生活グループ 0163-62-1237

北海道 豊富町火葬場 北海道天塩郡豊富町字上サロベツ１５２２番地 ＪＲ豊富駅から１㎞，車で約３分 豊富町 町民課戸籍住民係 0162-82-1001

北海道 幌延町斎場 北海道天塩郡幌延町字開進３７４番地 01632-5-2503
ＪＲ幌延駅から１４㎞，車で１６分
ＪＲ雄信内駅から５．３㎞，車で４分

幌延町役場 住民生活課生活環境グループ 01632-5-1115

北海道
礼文町葬斎場
（やすらぎ苑）

北海道礼文郡礼文町大字香深村字カフカイ９７０番
地の１

0163-86-1999 0163-86-1440 香深港ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙから６㎞，車で１０分 礼文町 町民課 0163-86-1001

北海道 利尻聖苑 北海道利尻郡利尻町沓形字蘭泊１９７番地 0163-84-2345 0163-89-4747 choumin@town.rishiri.hokkaido.jp 鴛泊ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙから約１７㎞，車で２５分 利尻町 くらし支援課町民係 0163-84-2345

北海道 鴛泊葬苑 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町２３４番地 0163-82-1799 鴛泊ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙから車で約５分 利尻富士町 福祉課　国保衛生住民係 0163-82-1113



都道
府県
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１１．備考

北海道 鬼脇葬苑 北海道利尻郡利尻富士町鬼脇字金崎３４０番地 0163-83-1817 鴛泊ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙから車で約３０分 利尻富士町 福祉課　国保衛生住民係 0163-82-1113

北海道 網走市八坂火葬場 北海道網走市字八坂３８番地の２１ 0152-43-2706 0152-43-2706 http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/040shisetsu/100sonota/780kasou.html ＪＲ網走駅から５．８㎞，車で１２分 網走市役所 市民環境部生活環境課環境対策係 0152-44-6111

北海道 オホーツク斎場 北海道斜里郡斜里町以久科北５８９番地 0152-23-3037 ＪＲ知床斜里駅から約３．５㎞，車で約５分 斜里町 総務部環境課 0152-23-3131

北海道 清里町葬斎場 北海道斜里郡清里町字神威１１２５番地 0152-26-2970 ＪＲ清里駅から車で１０分 清里町役場 町民課町民生活グループ 0152-25-3577

北海道 小清水町葬祭場 北海道斜里郡小清水町字泉９０番地の２ 0152-62-4844 ＪＲ浜小清水駅から１０㎞，車で１５分 小清水町役場 町民生活課住民活動係
0152-62-2311
0152-62-4472

北海道 大空町葬葬場 北海道網走郡大空町東藻琴西倉３１９番地の１４ 0152-66-2240 ＪＲ女満別駅から２０㎞，車で２０分 大空町役場
東藻琴総合支所
住民福祉課住民グループ

0152-66-2131

北海道 やすらぎ苑 北海道北見市上仁頃１３０番地１ 0157-33-2030 0157-33-2030 https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1636/ ＪＲ北見駅から１１㎞，車で２０分 北見市役所 市民環境部戸籍住民課 0157-25-1122

北海道 常呂町斎場 北海道北見市常呂町字常呂５８３番地 0152-54-2718 0152-54-2718 https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1636/ ＪＲ網走駅から３２㎞，車で４０分 北見市役所 常呂総合支所市民環境課環境衛生係 0152-54-2115

北海道 留辺蘂町葬斎場 北海道北見市留辺蘂町旭公園７４番地５ 0157-42-5138 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/1636/ ＪＲ留辺蘂駅から４㎞，車で５分 北見市役所 留辺蘂総合支所市民環境課 0157-42-2110

北海道 置戸町葬斎場 北海道常呂郡置戸町字中里２７１番地の１ 置戸町中心地から４㎞，車で５分 置戸町 町民生活課住民生活係 0157-52-3315

北海道 訓子府町葬斎場「清陵苑」 北海道常呂郡訓子府町字穂波４８番地１０ 0157-47-3102 役場から２㎞，車で５分 訓子府町 町民課環境衛生係 0157-47-2203

北海道 望岳苑斎場 北海道網走郡津別町字活汲１２６ 0152-76-4000 ＪＲ美幌駅から１０㎞，車で２０分
美幌・津別広域事務組合
（美幌町、津別町）

事務局グループ　業務担当 0152-73-1211

北海道 紋別葬苑
北海道紋別市上渚滑町中渚滑３７６番地の５及び同
所３８５番地

0158-25-2342 0158-25-2342 紋別市役所から６㎞，車で１５分 紋別市 環境生活課環境保全係 0158-24-2111

北海道 興部町火葬場 北海道紋別郡興部町字興部１０５６番地の２ 0158-82-3523 okp-juumin@town.okoppe.lg.jp 興部町役場より約２㎞，車で約５分 興部町
興部町役場　住民課　住民活動・環境
係

0158-82-2164

北海道 西興部村葬斎場 北海道紋別郡西興部村字西興部４２１番地２ 0158-87-2373 西興部村役場から２㎞，車で３分 西興部村 住民課環境係 0158-87-2111

北海道 滝上火葬場 北海道紋別郡滝上町字サクルー原野北１線１２番地 0158-29-2063 katudou@town.takinoue.hokkaido.jp 都市間バス滝上から１．５㎞，徒歩２５分、車で５分 滝上町役場 住民生活課　住民活動環境係 0158-29-2111

北海道 雄武斎場 紋別郡雄武町字雄武１５６６番地１ 0158-84-3832 雄武町役場から２．５㎞，車で５分 雄武町役場 住民生活課 0158-84-2121

北海道 六郷聖苑 北海道紋別郡遠軽町生田原水穂165番地3 0158-42-2715 ＪＲ遠軽駅から５㎞，車で１０分 遠軽町 民生部住民生活課 0158-42-4812

北海道 白滝聖苑 北海道紋別郡遠軽町白滝139番地6 0158-48-2788 ＪＲ白滝駅から２㎞，車で３分 遠軽町 白滝総合支所地域住民課 0158-48-2211

北海道 湧別町湧別齋場 北海道紋別郡湧別町東１４５番地の１ 01586-5-2940 湧別町役場上湧別庁舎か７．５㎞，車で１１分 湧別町 住民税務課 01586-2-5863

北海道 湧別町上湧別齋場 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地４４７番地 01586-2-2660 湧別町役場上湧別庁舎から１㎞，車で３分 湧別町 住民税務課 01586-2-5863

北海道 サロマ斎場 北海道常呂郡佐呂間町字富丘３１３番地の２ 01587-2-8948 佐呂間町役場から約３㎞，車で５分 佐呂間町役場 町民課生活環境係 01587-2-1213

北海道 帯広市帯広火葬場 北海道帯広市川西町西２線２５番地１３ 0155-59-2355 0155-59-2355 ＪＲ帯広駅から約９㎞，車で１５分 帯広市役所 市民環境部戸籍住民課
(代)0155-24-4111
0155-65-4144

北海道 音更町営火葬場 北海道河東郡音更町字音更西４線５２番地 0155-42-4392 ＪＲ帯広駅から約１３㎞，車で２０分 音更町役場 町民生活部環境生活課 0155-42-2111

北海道 士幌聖苑 北海道河東郡士幌町字士幌１６８番地１０２ 01564-5-5858 ＪＲ帯広駅から約５０㎞，車で６０分 士幌町役場 町民課住民生活グループ 01564-5-5231

北海道 上士幌町葬斎場 北海道河東郡上士幌町字上士幌２５３番地 01564-2-4532 chouminka@town.kamishihoro.hokkaido.jp ＪＲ帯広駅から４０㎞，車で４５分 上士幌町 町民課生活環境担当 01564-2-2111

北海道 鹿追町葬斎場 北海道河東郡鹿追町笹川北８線９番地 0156-66-3108 choumin@town.shikaoi.lg.jp ＪＲ新得駅から約２１㎞，車で約２５分 鹿追町 町民課住民生活係 0156-66-4031

北海道 新得町葬斎場 北海道上川郡新得町字新得西１線２８番地 ＪＲ新得駅から４㎞，車で１０分 新得町役場 町民課 0156-64-0528

北海道 清水町葬祭場 北海道上川郡清水町字羽帯南１線１０２番地の２ ＪＲ十勝清水駅から５㎞，車で１０分 清水町役場 町民生活課 0156-62-1151

北海道 芽室町斎場 北海道河西郡芽室町上伏古１０線８番地 0155-66-2240 0155-66-2240 ＪＲ芽室駅から１６㎞，車で１５分 芽室町役場 住民生活課生活環境係 0155-62-9723
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１１．備考

北海道 中札内村火葬場 北海道河西郡中札内村協和東１線６３１番地２ 0155-67-2311 0155-68-3911 j-jyumin@vill.nakasatsunai.hokkaido.jp http://www.vill.nakasataunai.hokkaido.jp ＪＲ帯広駅から約３０㎞，車で４０分 中札内村役場 住民課住民グループ 0155-67-2311

北海道 更別村火葬場 北海道河西郡更別村字更別５５２番地 0155-52-2390
十勝バス広尾線「更別農業高校前」下車、徒歩１０分
ＪＲ帯広駅から３５ｋｍ、車で４５分

更別村 住民生活課　環境衛生係 0155-52-2112

北海道 大樹忠類火葬場 北海道広尾郡大樹町字開進１８８番地５ 01558-6-2116 01558-6-5011 jumin_katsudo-kakari@town.taiki.hokaido.jp ＪＲ帯広駅から５０㎞，車で６０分 南十勝複合事務組合 南十勝複合事務組合 01558-5-2811

北海道 広尾町葬斎場
北海道広尾郡広尾町
字茂寄南１号１８番地の２

01558-2-3292 ＪＲ帯広駅から８４㎞，車で９０分 広尾町役場 住民課環境生活係 01558-2-0171

北海道 幕別町葬斎場 北海道中川郡幕別町字豊３番地の６２ 0155-54-3896 0155-54-3896 ＪＲ幕別駅から５㎞，車で８分 幕別町役場 住民福祉部防災環境課地域環境係 0155-54-6601

北海道 池田町葬斎場 北海道中川郡池田町字清見３１３番地２ 015-572-2857 ＪＲ池田駅から５㎞，車で７分 池田町役場 町民課環境衛生係 015-572-3114

北海道 豊頃町葬斎場 北海道中川郡豊頃町安骨３９６番地 015-574-2945 ＪＲ豊頃駅から８．５㎞，車で１２分 豊頃町 住民課 015-574-2213

北海道 本別火葬場 北海道中川郡本別町錦町８９番地５ 0156-22-4749 ＪＲ利別駅から３２㎞，車で３５分 本別町役場 住民課 0156-22-8128

北海道 足寄火葬場 北海道中川郡本別町西仙美里２１８番地７ 元ＪＲ足寄駅から２㎞，車で５分 足寄町役場 住民課 0156-25-2141

北海道 陸別火葬場 北海道足寄郡陸別町字陸別８２番地 0156-27-2647 旧ふるさと銀河線陸別駅から約１㎞，車で２分 陸別町役場 町民課国保衛生担当 0156-27-2141

北海道 浦幌町葬斎場 北海道十勝郡浦幌町字帯富２６０番地 015-576-2981 015-576-2519 tyoumin@urahoro.jp 浦幌町役場から車で５分 浦幌町役場 町民課町民生活係 015-576-2114

北海道 白糠斎場 北海道白糠郡白糠町岬３丁目１番地１６ 01547-2-2677 ＪＲ白糠駅から３㎞，車で５分 白糠町 白糠町役場保健福祉部町民サービス課 01547-2-2171

北海道 浜中町斎場 北海道厚岸郡浜中町茶内東５線４０番地 0153-64-2660 ＪＲ浜中駅から２．５ｋｍ，車で５分 浜中町役場 町民課生活環境係 0153-62-2192

北海道 厚岸町斎場 北海道厚岸郡厚岸町サンヌシ３３番地 0153-52-2085 0153-52-3138 kankyoutaisaku@town.akkeshi.lg.jp https://www.akkeshi-town.jp/ ＪＲ厚岸駅から１０㎞，車で１０分 厚岸町役場 環境林務課環境衛生係 0153-52-3131

北海道 鶴居村葬斎場 北海道阿寒郡鶴居村字雪裡原野北１４線西８番４ 0154-64-2262 ＪＲ釧路駅から３４㎞，車で４２分 鶴居村役場 住民生活課 0154-64-2113

北海道 釧路市昇雲台斎場 北海道釧路郡釧路町鳥通東８丁目１２番地 0154-40-2020 0154-40-2020 http://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/saijo/saijo/0001.html ＪＲ遠矢駅から５㎞，車で１０分 釧路市役所 市民環境部環境保全課環境衛生担当 0154-31-4534

北海道 釧路市阿寒町斎場 北海道釧路市阿寒町舌辛３３番地 0154-66-3023 ＪＲ釧路駅から３０㎞，車で５０分 釧路市役所 阿寒町行政センター市民課 01547-66-2211

北海道 望洋苑斎場 北海道釧路市音別町尺別７番地の１５ ＪＲ音別駅から３㎞，車で５分 釧路市役所 音別町行政センター市民課 01547-6-2231

北海道 弟子屈町斎場 北海道川上郡弟子屈町鐺別３５１番９ 015-482-4591 ＪＲ摩周駅から３．５㎞，車で１０分 弟子屈町 環境生活課生活係 015-482-2934

北海道 しべちゃ斎場 北海道川上郡標茶町字標茶９３６番地５４ 015-485-2932 ＪＲ標茶駅から２㎞，車で５分 標茶町役場 住民課環境衛生係 015-485-2111

北海道 蒼香苑 北海道根室市穂香１８２番地８ 0153-24-4052 0153-24-4052 ＪＲ根室駅から６㎞，車で１１分 根室市 市民福祉部市民環境課 0153-23-6111

北海道 白樺斎場 北海道標津郡中標津町俵橋７４番地２ 0153-74-2218 0153-74-2218 中標津バスターミナルから車で１５分 中標津町外２町葬斎組合 中標津町外２町葬斎組合事務局 0153-73-3111

北海道 別海斎場 北海道野付郡別海町中西別１６１番地１３ 0153-75-6649 0153-75-6649 別海町役場から車で２０分 中標津町外２町葬斎組合 中標津町外２町葬斎組合事務局 0153-73-3111

北海道 羅臼町葬斎場 北海道目梨郡羅臼町幌萌町４０番地 0153-87-2409 羅臼町役場から１７㎞，車１５分 羅臼町役場 環境生活課 0153-87-2115

青森県 青森市斎場 青森県青森市大字新町野字菅谷138-1 017-738-3206 017-738-3206 http://www.city.aomori.aomori.jp/ JR青森駅から9㎞､車で15分 青森市役所 市民部生活安心課 017-734-5277

青森県 青森市浪岡斎園 青森県青森市浪岡杉沢字山元434 0172-62-1130 0172-62-1130 http://www.city.aomori.aomori.jp/ JR浪岡駅から3.5㎞､車で10分 青森市役所 浪岡事務所市民課 0172-62-1140

青森県 弘前市斎場 青森県弘前市大字常盤坂2丁目20-1 0172-32-0643 0172-32-0643 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ JR弘前駅から4㎞､車で15分 弘前市役所 市民生活部環境課 0172-35-1111

青森県 八戸市斎場 青森県八戸市大字十日市字姥岩4 0178-96-1029 0178-96-1029 JR本八戸駅から5㎞､車で20分 八戸市庁 市民防災部市民課 0178-43-2111

青森県 黒石市姥懐霊園火葬場 青森県黒石市大字石名坂字姥懐73-1 0172-52-2944 0172-52-2944 弘南鉄道黒石駅から約5㎞､車で10分 黒石市役所 総務部市民環境課 0172-52-2111

青森県 五所川原市葬斎苑 青森県五所川原市大字金山字千代鶴27 0173-29-3620 0173-29-3620 JR五所川原駅から7.9㎞､車で20分 五所川原市役所 民生部環境対策課 0173-35-2111
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（火葬場担当部
署）

１１．備考

青森県 五所川原市金木斎場 青森県五所川原市金木町芦野200-101 0173-52-4142 津軽鉄道芦野駅から1.3㎞､車で5分 五所川原市役所 民生部環境対策課 0173-35-2111

青森県 五所川原市市浦露草斎苑 青森県五所川原市相内岩井81-2 0173-62-2110 津軽鉄道中里駅から20㎞､車で20分 五所川原市役所 民生部環境対策課 0173-35-2111

青森県 十和田地域広域斎苑 青森県十和田市大字三本木字野崎24-53 0176-23-3878 0176-23-3951 http://www.towada-kouiki.jp/kaso.html JR三沢駅から20㎞､車で15分 十和田地域広域事務組合 組合事務局業務課 0176-28-2654

青森県 三沢市火葬場 青森県三沢市大字三沢字上屋敷51-1 0176-54-2216 0176-54-2216 JR三沢駅から4㎞､車で10分 三沢市役所 市民生活部市民課 0176-53-5111

青森県 むつ市斎場 青森県むつ市美里町11-3 0175-22-1855 0175-22-1855 JR下北駅から約3.5㎞､車で8分 むつ市役所 民生部環境政策課 0175-22-1111

青森県 むつ市川内斎場 青森県むつ市川内町板子塚59-34 0175-42-2449 0175-42-2477 JR大湊駅から約23㎞､車で35分 むつ市役所 川内庁舎市民福祉課 0175-42-2111

青森県 むつ市大畑斎場 青森県むつ市大畑町正津川戦敷1-186 0175-34-6534 0175-34-6534 JR下北駅から約17.5㎞､車で30分 むつ市役所 大畑庁舎市民福祉課 0175-34-2111

青森県 むつ市脇野沢斎場 青森県むつ市脇野沢渡向264-22 0175-44-3106 JR大湊駅から約40.5㎞､車で70分 むつ市役所 脇野沢庁舎市民福祉課 0175-44-2111

青森県 つがる市斎場 青森県つがる市木造下福原篠原116-9 0173-42-6199 0173-42-5075 JR木造駅から6㎞､車で12分 つがる市役所 民生部環境衛生課 0173-42-2111

青森県 つがる市車力斎場 青森県つがる市牛潟町鷲野沢29-709 0173-56-2892 JR木造駅から19㎞､車で30分 つがる市役所 民生部環境衛生課 0173-56-2111

青森県 平川市やすらぎ聖苑 青森県平川市新屋町田川204-1 0172-43-5052 0172-43-5053 弘南鉄道柏農高前駅から2㎞､車で4分 平川市役所 市民生活部市民課 0172-44-1111

青森県 平川市碇ヶ関斎場 青森県平川市碇ヶ関白沢241 0172-45-2856 JR碇ヶ関駅から1㎞､車で2分 平川市役所
市民生活部市民課
碇ヶ関総合支所市民生活課

0172-44-1111

青森県
平内町斎場　つきのき聖
苑

青森県東津軽郡平内町大字小湊字小沢43番地 017-755-2965 017-755-2965 JR小湊駅から2㎞､車で5分 平内町役場 町民課 017-755-2113

青森県
青森地区広域事務組合今
別地区斎場（てんしょう苑）

青森県東津軽郡今別町大字浜名字二ﾂ石7番地 0174-31-5540 0174-31-5541 JR三厩駅から2㎞､車で5分 青森地域広域事務組合 青森地域広域事務組合広域振興室 017-735-5016

青森県
青森地域広域事務組合蟹
田地区斎場

青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田姥ヶ沢18番地 0174-22-3040 JR蟹田駅から2㎞､車で5分 青森地域広域事務組合 青森地域広域事務組合広域振興室 017-735-5016

青森県 鰺ヶ沢町斎場
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字西阿倍野
134-38

0173-72-7622 JR鰺ヶ沢駅から3.5㎞､車で5分 鰺ヶ沢町役場 福祉衛生課 0173-72-2111

青森県 ふかうら斎苑 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字尾上山94番地3 0173-82-0071 0173-74-3006 JR深浦駅から2㎞､車で3分 深浦町役場 町民課 0173-74-2115

青森県 藤崎町斎場 青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字唐糸27 JR藤崎駅から1.9㎞､徒歩で24分 藤崎町役場 住民課 0172-75-3111

青森県 大鰐町斎場　鶯郷苑 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字北山44 0172-48-3411 JR大鰐温泉駅から1.5㎞､徒歩で10分 大鰐町役場 住民生活課 0172-48-2111

青森県 板柳町斎場 青森県北津軽郡板柳町大字柏木字鴨泊172-1 0172-77-2226 JR板柳駅から約7㎞､車で約10分 板柳町役場 町民生活課 0172-73-2111

青森県 鶴田町火葬場 青森県北津軽郡鶴田町大字中野字花岡149 0173-22-4674 JR陸奥鶴田駅から1㎞､車で5分 鶴田町役場 町民生活課 0173-22-2111

青森県 中泊町中里斎場 青森県北津軽郡中泊町大字中里字亀山254-25 0173-57-2676 津軽鉄道中里駅から約1㎞､徒歩で約15分 中泊町役場 環境整備課 0173-57-2111

青森県 中泊町小泊斎場 青森県北津軽郡中泊町大字小泊字砂山1157-1 0173-64-2937 津軽鉄道中里駅から約30㎞､車で約45分 中泊町役場 環境整備課　小泊支所
0173-57-2111
0173-64-2111

青森県 野辺地地区斎場 青森県上北郡野辺地町字有戸鳥井平174-2 0175-64-0011 0175-64-0011 JR野辺地駅から7㎞､車で15分 北部上北広域事務組合 組合事務局総務課 0175-64-1066

青森県 公立中部上北斎場 青森県上北郡七戸町字太田103-1 0176-62-2555 0176-62-2555 JR七戸十和田駅から4㎞､車で9分 中部上北広域事業組合 組合事務局庶務課 0176-62-5151

青森県 大間町斎場 青森県下北郡大間町大字大間字内山48-1 0175-37-3449 JR下北駅から50㎞､車で1時間 大間町役場 住民福祉課 0175-37-2111

青森県 東通村斎場 青森県下北郡東通村大字砂子又字蛙谷地10番地9 0175-48-2626 JR下北駅から15㎞､車で30分 東通村役場 税務住民課 0175-27-2111

青森県 佐井村斎場　蓮精苑 青森県下北郡佐井村大字佐井字黒岩16-2 0175-38-2671 JR下北駅から65㎞､車で90分 佐井村役場 住民福祉課 0175-38-2111

青森県 三戸地区葬祭場 青森県三戸郡三戸町大字川守田字大久保58-1 0179-23-4630 0179-23-4630 takashi-suwanai@sannohekankyou.jp http://www.sannohekankyou.jp/sisetsu/sousai/ 青い森鉄道三戸駅から5㎞､車で15分 三戸地区環境整備事務組合 三戸地区衛生センター 0178-75-1449

青森県 五戸町斎場 青森県三戸郡五戸町字大学沢35-15 0178-62-6986 南部ﾊﾞｽ五戸駅から3㎞､車で5分 五戸町役場 住民課 0178-62-2111



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

岩手県 盛岡市斎場やすらぎの丘 岩手県盛岡市三ﾂ割字寺山４６番地４ 019-601-5046 019-601-5047 moriokacity-saizyo@kozukata-yasuragi.jp http://www.kozukata-yasuragi.jp JR盛岡駅から４km、車で１０分 盛岡市 市民部市民登録課 019-651-4111

岩手県 常安寺火葬場 岩手県宮古市沢田４番１１号 0193-62-4252 JR宮古駅から１．５ｋｍ、車で３分 (宗)常安寺 0193-62-4252

岩手県 みやこ斎苑 岩手県宮古市千徳第１４地割７１番地４ 0193-64-2225 0193-64-2227 http://www.city.miyako.iwate.jp/madoguchi/miyako_saien.html JR千徳駅から２ｋｍ､車で５分 宮古市 市民生活部総合窓口課 0193-64-2225

岩手県 宮古市川井火葬場 岩手県宮古市箱石第２地割８７番地１ 0193-76-2111 0193-76-2042 https://www.city.miyako.iwate.jp/kawai-shisho/kawai_kaso.html JR箱石駅から１ｋｍ、徒歩１０分 宮古市 川井総合事務所住民生活係 0193-76-2111

岩手県 おおふなと斎苑 岩手県大船渡市立根町字猫足８３番地 0192-27-6849 0192-27-6817 ofu_simin@city.ofunato.iwate.jp https://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/simin/1478.html JR盛駅から５ｋｍ、車で１０分 大船渡市 生活福祉部市民環境課 0192-27-3111

岩手県 花巻市営火葬場大迫斎場 岩手県花巻市大迫町大迫第１０地割２９番地１ 0198-48-2918 JR石鳥谷駅から１５ｋｍ、車で２０分 花巻市
花巻市役所大迫総合支所市民サービス
課

0198-48-2111

岩手県
花巻市営火葬場石鳥谷斎
場

岩手県花巻市石鳥谷町好地第２地割１６１番地１ 0198-45-4912 JR石鳥谷駅から３ｋｍ、車で１０分 花巻市
花巻市役所石鳥谷総合支所市民サービ
ス課

0198-45-2111

岩手県 花巻市営火葬場東和斎場 岩手県花巻市東和町土沢５区２５５番地 0198-42-1251 JR釜石線土沢駅から１ｋｍ、車で３分 花巻市
花巻市役所東和総合支所市民サービス
課

0198-42-2112

岩手県 しみず斎園 岩手県北上市北工業団地５－３６ 0197-66-2725 0197-66-2712 kouiki@ginga-net.ne.jp JR村崎野駅から３．５ｋｍ、車で１０分 北上地区広域行政組合 北上地区広域行政組合 0197-68-2203

岩手県 久慈地区斎場 岩手県久慈市夏井町鳥谷第４地割２３番地３５ 0194-58-3670 0194-58-3671 http://kujisaijou.mydns.jp/ JR久慈駅から１０ｋｍ、車で１５分 久慈広域連合 久慈広域連合事務局衛生課 0194-66-9090

岩手県 遠野市斎場永遠の丘 岩手県遠野市遠野町２２－７ 0198-62-2681 0198-62-1488 JR遠野駅から１．７ｋｍ、車で５分 遠野市 環境整備部環境課 0198-62-2111

岩手県 釣山斎苑 岩手県一関市字釣山３０－１ 0191-21-2159 0191-21-5144 icseiso@city.ichinoseki.iwate.jp http://external.city.ichinoseki.iwate.jp/kouiki-gyousei/ JR一ﾉ関駅から１．５ｋｍ、車で５分 一関地区広域行政組合 一関清掃センター 0191-21-2157

岩手県 千厩斎苑 岩手県一関市千厩町千厩字東小田３３４－２ 0191-52-2426 0191-52-2484 icseiso@city.ichinoseki.iwate.jp http://external.city.ichinoseki.iwate.jp/kouiki-gyousei/ JR千厩駅から４．２ｋｍ、車で８分 一関地区広域行政組合 一関清掃センター 0191-43-2157

岩手県 陸前高田斎苑 岩手県陸前高田市高田町字太田８７番地 0192-55-3579 JR陸前高田駅から２ｋｍ車で５分 陸前高田市 市民協働部市民課 0192-54-2111

岩手県 釜石斎場 岩手県釜石市大字平田３－６０－３ 0193-26-7111 0193-26-7111 三陸鉄道平田駅から１ｋｍ、車で２分 釜石市 市民生活部生活安全課 0193-27-8451

岩手県 斎場にのへ 岩手県二戸市下斗米字寺久保１１３－１ 0195-20-3003 0195-20-3005 JR二戸駅から１５ｋｍ、車で１５分 二戸市 市民生活課環境推進室 0195-23-3111

岩手県 八幡平市斎場 岩手県八幡平市野駄第２７地割６０１番地 0195-76-2031 0195-76-2031 JR平舘駅から４．５ｋｍ、車で１０分 八幡平市 市民課 0195-74-2111

岩手県
胆江地区広域火葬場さく
らぎ苑

岩手県奥州市水沢佐倉河字東鍛冶屋４４番地 0197-51-3900 0197-22-5058 tnksistu@catv-mic.ne.jp http://www.catv-mic.ne.jp/~tnksoumu/index.html
JR水沢駅下車、車で１０分
東北自動車道水沢ICから｢水沢･一関方面｣へ５分

奥州金ヶ崎行政事務組合 施設管理課 0197-24-5821

岩手県 雫石町火葬場 岩手県岩手郡雫石町七ﾂ森１６番地８０ 019-692-3571 JR雫石駅から３ｋｍ、車で６分 雫石町 環境対策課 019-692-6486

岩手県 くずまき斎苑 岩手県岩手郡葛巻町葛巻１５－２１－３ 0195-66-3092 JRいわて沼宮内駅から３０ｋｍ、車で３０分 葛巻町 農林環境エネルギー課 0195-66-2111

岩手県 岩手・玉山斎場「浄霊苑」 岩手県岩手郡岩手町大字五日市第7地割９２番地３５ 0195-62-2720 JR・IGRいわて沼宮内駅から３ｋｍ、車で５分 岩手・玉山環境組合 岩手・玉山環境組合事務局 019-682-0552

岩手県 紫波斎苑かたくりの丘 岩手県紫波郡紫波町星山字杉田３４番地６ 019-672-4841 019-672-4132 JR紫波中央駅から４ｋｍ、車で１０分 紫波町 産業部環境課 019-672-2111

岩手県 矢巾斎苑 岩手県紫波郡矢巾町大字白沢第６地割１７５番地１２ 019-697-7848 JR矢幅駅から２ｋｍ、車で５分 矢巾町 住民課 019-611-2506

岩手県 にしわが斎苑 岩手県和賀郡西和賀町沢内字鍵飯１４地割７番地 0197-81-2580 0197-81-2580 秋田自動車道湯田ICから車で２０分 西和賀町 町民課 0197-85-2111

岩手県 大槌町火葬場 岩手県上閉伊郡大槌町安渡１－７－３３ 国道４５号線大槌バイパス沢山交差点から約１ｋｍ 大槌町 町民課 0193-42-8713

岩手県 やまだ斎苑 岩手県下閉伊郡山田町山田第１地割１０番地 0193-82-6878 0193-65-6868 山田町 町民課 0193-82-3111

岩手県 岩泉斎場 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字天間４０番地１ 0194-22-5533 JR岩泉駅から１ｋｍ、車で２分 岩泉町 保健福祉課環境推進室 0194-22-2111

岩手県 軽米町火葬場 岩手県九戸郡軽米町大字軽米第６地割５２番地３ 0195-46-3892 JR二戸駅から２５ｋｍ、車で３０分 軽米町 町民生活課 0195-46-2111

岩手県 九戸村斎場 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第２２地割１６番地 0195-42-2111 0195-42-3120 juuminsei@vill.kunohe.lg.jp http://www.vill.kunohe.iwate..jp/docs/484.html IGRいわて銀河鉄道二戸駅から２０ｋｍ、車で２５分 九戸村 住民生活課 0195-42-2111

岩手県 一戸町営火葬場 岩手県二戸郡一戸町岩舘字舘３７番地 0195-33-2278 0195-31-1102 motoyuki-nomura@town.ichinohe.iwate.jp http://www.town.ichinohe.iwate.jp/ IGRいわて銀河鉄道一戸駅から３ｋｍ、車で５分 一戸町 建設部水環境課 0195-33-2111
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宮城県 仙台市葛岡斎場 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡10番 022-226-2141 022-226-2142 http://www.city.sendai.jp/boenkanri/shisetsu/saijoureien/kzuokaboen.html 仙山線国見駅から1㎞,徒歩13分 仙台市 健康福祉局保健衛生部保健管理課 022-214-8204

宮城県 石巻市石巻斎場 宮城県石巻市南境字大衡山43番地 0225-96-4850 0225-96-4920 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10301000/-map/1213.html JR石巻駅から5㎞,車で10分 石巻市役所 生活環境部環境課 0225-95-1111

宮城県 石巻市雄勝斎場 宮城県石巻市雄勝町雄勝字寺79番地1 0225-57-2981 0225-57-2981 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10301000/-map/1214.html JR石巻駅から30㎞,車で40分 石巻市役所 生活環境部環境課 0225-95-1111

宮城県 石巻市牡鹿斎場 宮城県石巻市鮎川浜字寺前2番地5 0225-45-2964 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10301000/-map/1215.html JR渡波駅から30㎞,車で50分 石巻市役所 生活環境部環境課 0225-95-1111

宮城県 塩竈斎場 宮城県塩竈市袖野田町25番1号 022-364-8916 022-364-9955 kankyou@sioshou.jp http://sioshou.jp/ JR塩釜駅から約1km 徒歩15分
塩釜地区消防事務組合（塩竈市、多
賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町）

事務局環境課 022-363-2777

宮城県 気仙沼市斎場 宮城県気仙沼市大峠山1番地27 0226-22-6824 　 JR鹿折唐桑駅から3.5km、車で5分 気仙沼市役所 市民生活部環境課 0226-22-3417

宮城県 気仙沼市唐桑斎場 宮城県気仙沼市唐桑町只越367番地2 0226-32-2823 　 JR鹿折唐桑駅から7.5km、車で10分 気仙沼市役所 唐桑総合支所　市民生活課 0226-32-3130

宮城県 気仙沼市本吉斎場 宮城県気仙沼市本吉町津谷松尾119番地1 0226-42-2648 JR本吉駅から0.6Km、車で2分 気仙沼市役所 本吉総合支所　市民生活課 0226-42-2974

宮城県
仙南地域広域行政事務組
合白石斎苑

宮城県白石市鷹巣字石倉9-1 0224-25-2140 gyoumu@az9.or.jp http://www.az9.or.jp/eisei/kasou.html JR白石駅から4㎞,車で5分 仙南地域広域行政事務組合 業務課 0224-52-2870

宮城県 名取市斎場 宮城県名取市小塚原字新鍋島159-2 022-385-1431 022-385-1712 JR名取駅から7Km､車で10分 名取市役所 生活経済部クリーン対策課 022-724-7160

宮城県 岩沼市斎場 宮城県岩沼市早股字新寺前71番地の１ 0223-22-4115 0223-22-4118 JR岩沼駅から約6㎞、車で13分 岩沼市役所 市民経済部生活環境課 0223-22-1111

宮城県 登米市斎場 宮城県登米市迫町佐沼字沼向62番地 0220-22-4040 0220-22-4037
JR新田駅から8.2Km､車で12分
登米市役所(迫庁舎)から徒歩5分

登米市役所 市民生活部環境課 0220-58-5553

宮城県 くりはら斎苑 宮城県栗原市築館字荒田沢41番地 0228-22-4121 0228-22-5350 kankyo@kuriharacity.jp http://www.kuriharacity.jp/ JRくりこま高原駅から約8㎞,車で17分 栗原市役所 市民生活部環境課 0228-22-3350

宮城県 東松島市火葬場 宮城県東松島市大塩字引沢17-1 0225-82-6959 0225-82-6959 JR矢本駅から7㎞,車で15分 東松島市 市民生活部環境課 0225-82-1111

宮城県 大崎広域玉造斎場 宮城県大崎市鳴子温泉字末沢28番地1 0229-83-3779 0229-83-3779 JR鳴子温泉駅から約2㎞,車で約5分 大崎地域広域行政事務組合 業務課 斎場管理係 0229-25-8867

宮城県 大崎広域古川斎場 宮城県大崎市古川小野字新田45番地1 0229-28-2811 0229-28-2811 JR古川駅から約8㎞, 車で約20分 大崎地域広域行政事務組合 業務課 斎場管理係 0229-25-8867

宮城県 大崎広域松山斎場 宮城県大崎市松山千石字弁慶坂26番地 0229-55-2928 0229-55-2928 JR松山町駅から約3㎞, 車で約5分 大崎地域広域行政事務組合 業務課 斎場管理係 0229-25-8867

宮城県
仙南地域広域行政事務組
合七ヶ宿斎苑

宮城県刈田郡七ヶ宿町字横目山37 gyoumu@az9.or.jp http://www.az9.or.jp/eisei/kasou.html JR白石駅から26㎞,車で40分 仙南地域広域行政事務組合 業務課 0224-52-2870

宮城県
仙南地域広域行政事務組
合柴田斎苑

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字粕沢25 0224-52-3624 gyoumu@az9.or.jp http://www.az9.or.jp/eisei/kasou.html JR大河原駅から4㎞､車で5分 仙南地域広域行政事務組合 業務課 0224-52-2870

宮城県
仙南地域広域行政事務組
合川崎斎苑

宮城県柴田郡川崎町大字前川字龍雲寺1 gyoumu@az9.or.jp http://www.az9.or.jp/eisei/kasou.html JR大河原駅から20㎞､車で30分 仙南地域広域行政事務組合 業務課 0224-52-2870

宮城県
仙南地域広域行政事務組
合あぶくま斎苑

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字上63-1 0224-72-6696 gyoumu@az9.or.jp http://www.az9.or.jp/eisei/kasou.html 阿武隈急行丸森駅から2㎞､車で5分 仙南地域広域行政事務組合 業務課 0224-52-2870

宮城県 亘理葬祭場 宮城県亘理郡亘理町字龍円寺前134番地 0223-34-4089 0223-34-4089 JR亘理駅から車で10分 亘理地区行政事務組合 亘理地区行政事務組合総務課 0223-34-7737

宮城県 黒川浄斎場 宮城県黒川郡大和町吉田字西風105 022-345-5530 022-345-5530 http://www.kurogyou.jp/kankyou/saijou/index.html 仙台市市営地下鉄泉中央駅より12.5km､車で20分 黒川地域行政事務組合 黒川地域行政事務組合　業務課 022-345-6481

宮城県 大崎広域加美斎場 宮城県加美郡加美町下多田川字熊野3番地 0229-63-5742 0229-63-5742 JR西古川駅から約5㎞, 車で約10分 大崎地域広域行政事務組合 業務課 斎場管理係 0229-25-8867

宮城県 大崎広域涌谷斎場 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字雉子林25番地4 0229-43-3977 0229-43-3977 JR涌谷駅から約3㎞, 車で約5分 大崎地域広域行政事務組合 業務課 斎場管理係 0229-25-8867

宮城県 女川町火葬場 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字石ﾉ田112番地の4 0225-54-2735 JR女川駅から1.6Km、約5分 女川町役場 町民生活課 0225-54-3131

宮城県 南さんりく斎苑 宮城県本吉郡南三陸町志津川字下保呂毛14-1 0226-46-2605 0226-46-2605
BRT志津川駅から2㎞,車で10分(BRT=ﾊﾞｽによる代替交
通)

南三陸町 南三陸町環境対策課 0226-46-5528

秋田県 秋田市斎場 秋田県秋田市外旭川字山崎537番地 018-868-1521 018-868-1521 http://www.city.akita.lg.jp/kurashi/1005988/100425.htm JR秋田駅から2㎞,車で15分 秋田市 市民生活部生活総務課 018-888-5624

秋田県 能代市斎場 秋田県能代市萩の台10-7 0185-52-4551 0185-52-4551 JR能代駅から2㎞,車で5分 能代市役所 環境産業部環境衛生課 0185-89-2174

秋田県 横手市東部斎場 秋田県横手市前郷字元判場47番地1 0182-32-3416 0182-32-3416 http://www.city.yokote.lg.jp/shimin/map000001.html JR横手駅から3㎞,車で5分 横手市役所 市民福祉部生活環境課 0182-35-2184
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１１．備考

秋田県 横手市南部斎場 秋田県横手市増田町増田字竹原道下94 0182-55-1133 0182-55-1134 http://www.city.yokote.lg.jp/shimin/map000003.html JR十文字駅から2.5㎞,車で7分 横手市役所 市民福祉部生活環境課 0182-35-2184

秋田県 横手市西部斎場 秋田県横手市雄物川町薄井字抱合65番地 0182-23-1258 0182-23-1258 http://www.city.yokote.lg.jp/shimin/map000002.html JR横手駅から13㎞,車で25分 横手市役所 市民福祉部生活環境課 0182-35-2184

秋田県 大館市斎場 秋田県大館市字小柄沢山1番地1 0186-49-1342 0186-49-1342 JR東大館駅から4Km､車で10分 大館市役所 市民部市民課 0186-43-7044

秋田県 男鹿市斎場 秋田県男鹿市脇本田谷沢字要沢74 0185-25-3737 0185-25-4022 JR男鹿線羽立駅から2.5km､車で5分 男鹿市役所 市民福祉部生活環境課 0185-24-9114

秋田県
湯沢雄勝広域市町村圏組
合　湯沢火葬場

秋田県湯沢市字沼樋129番地 0183-73-3797 0183-73-3797 奥羽本線湯沢駅から3km､車で5分
湯沢雄勝広域市町村圏組合（湯沢
市、羽後町、東成瀬村）

湯沢雄勝広域市町村圏組合　事業管理
課

0183-73-9690

秋田県 鹿角斎場 秋田県鹿角市花輪字牛沢1番地19 0186-23-4697 0186-23-4697 JR鹿角花輪駅から5㎞､車で7分 鹿角広域行政組合（鹿角市、小坂町） 鹿角広域行政組合事務局 0186-22-2611

秋田県
由利本荘市
水林斎場

秋田県由利本荘市薬師堂字水林210番地 0184-23-8531 0184-23-8531 JR羽後本荘駅から5km､車で5分 由利本荘市役所 市民生活部　生活環境課 0184-24-6253

秋田県
由利本荘市
矢島斎場

秋田県由利本荘市矢島町坂之下字舟場川原385-1 0184-55-4074 鳥海山ろく線矢島駅より4km､車で5分 由利本荘市役所 矢島総合支所　市民ｻｰﾋﾞｽ課 0184-55-4959

秋田県
由利本荘市東由利斎場
｢やすらぎ苑｣

秋田県由利本荘市東由利蔵字舘ﾉ内1番地1 0184-69-3619 JR羽後本荘駅から24㎞､車で30分 由利本荘市役所 東由利総合支所　市民ｻｰﾋﾞｽ課 0184-69-2117

秋田県
由利本荘市由利斎場
「安清苑」

秋田県由利本荘市前郷字家岸上堤14番地 由利高原鉄道前郷駅から1㎞,徒歩で10分 由利本荘市役所 由利総合支所　市民ｻｰﾋﾞｽ課 0184-53-2113

秋田県 湖東地区斎場 秋田県潟上市飯田川和田妹川字舘山106 018-877-3940 JR羽後飯塚駅から3㎞,車で7分
湖東地区行政一部事務組合（潟上
市、井川町、八郎潟町）

消防本部総務課 018-874-2420

秋田県
大曲仙北広域市町村圏組
合中央斎場

秋田県大仙市土川字小杉山沢ノ内乱場1-1 0187-73-7004 0187-73-7016 http://www.os-kouiki.org/gyoumu/saijo.html JR大曲駅から10km､車で15分
大曲仙北広域市町村圏組合(大仙市・
仙北市・美郷町)

大曲仙北広域市町村圏組合　事務局管
理課

0187-62-5187

秋田県 北秋田市鷹巣斎場 秋田県北秋田市綴子字作坂304番地2 0186-62-0886 0186-62-0886 http://www.city.kitaakita.akita.jp/koukyoushisetu/kasou_sougi/002.html JR鷹ﾉ巣駅から4㎞,車で10分 北秋田市役所 市民生活部生活課環境係 0186-62-1110

秋田県 清幸苑 秋田県北秋田市米内沢字長下1番地4 0186-72-4263 0186-72-4263 秋田内陸線米内沢駅から5Km,車で6分
北秋田市上小阿仁村生活環境施設
組合（北秋田市・上小阿仁村）

北秋田市上小阿仁村生活環境施設組
合　　事務局

0186-62-1110

秋田県 にかほ市斎場青松苑 秋田県にかほ市両前寺字浜中30番地11 0184-35-4412 JR仁賀保駅から2km､車で5分 にかほ市役所 市民部生活環境課 0184-32-3033

秋田県 にかほ市象潟斎場 秋田県にかほ市象潟町字一本木14番地 0184-43-5478 JR象潟駅から2km､車で5分 にかほ市役所 市民部生活環境課 0184-32-3033

秋田県
大曲仙北広域市町村圏組
合北部斎場

秋田県仙北市角館町鳥木沢133番地 0187-54-3228 0187-54-3228 http://www.os-kouiki.org/gyoumu/saijo.html JR角館駅から2.2km､車で7分
大曲仙北広域市町村圏組合（大仙
市・仙北市・箕郷町）

大曲仙北広域市町村圏組合　事務局管
理課

0187-62-5187

秋田県 仙北市田沢湖斎場 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野76番地 0187-43-1987 JR田沢湖駅から2.5㎞,車で5分 仙北市役所 市民福祉部市民生活課 0187-43-3313

秋田県 風華苑 秋田県山本郡藤里町矢坂字釜の沢岱11 0185-79-1060 0185-79-1060 JR二ﾂ井駅から7㎞,車で10分 藤里町役場 町民課町民福祉係 0185-79-2113

秋田県 清華苑 秋田県山本郡三種町鵜川字館の上7番地1 0185-85-2582 JR森岳駅から6㎞,車で10分 三種町役場 町民生活課 0185-85-4824
申請を受け付けた場合のみ開
場

秋田県 五城目町斎場 秋田県南秋田郡五城目町字稲荷前83-1 018-852-3527 JR八郎潟駅から5Km､車で約10分 五城目町役場 住民生活課 018-852-5112

秋田県
大曲仙北広域市町村圏組
合南部斎場

秋田県仙北郡美郷町六郷字小安門1番地の1 0187-84-2199 0187-84-2199 http://www.os-kouiki.org/gyoumu/saijo.html JR飯詰駅から3km､車で10分
大曲仙北広域市町村圏組合（大仙
市、仙北市、美郷町）

大曲仙北広域市町村圏組合　事務局管
理課

0187-62-5187

山形県 山形市斎場 山形県山形市寿町８番２４号 023-641-2252 023-641-9742 ＪＲ山形駅から３㎞、車で１０分 山形市 市民生活部市民課 023-641-1212

山形県 米沢市斎場 山形県米沢市万世町片子５３７９－１ 0238-23-0910 0238-23-0910 ＪＲ米沢駅から約２㎞、車で５分 米沢市 市民環境部環境生活課 0238-22-5111

山形県 鶴岡市鶴岡斎場 山形県鶴岡市伊勢原町１２番８１号 0235-22-1005 0235-22-1005 ＪＲ鶴岡駅から２km、車で１０分 鶴岡市 鶴岡市本所　市民部市民課
0235-25-2111
内線121

山形県 鶴岡市藤島斎場 山形県鶴岡市古郡字土橋２４６番地 0235-64-4244 ＪＲ藤島駅から０．７ｋｍ、車で３分 鶴岡市 鶴岡市藤島庁舎　市民福祉課 0235-64-2111

山形県 酒田市斎場 山形県酒田市浜中字八間山１８９７ 0234-92-2230 0234-92-2230 ＪＲ酒田駅から８ｋｍ､車で１５分 酒田市 市民部環境衛生課 0234-31-0933

山形県 酒田市八幡斎場 山形県酒田市麓字緑沢２０－１ 0234-64-2829 ＪＲ酒田駅から１３ｋｍ､車で２０分 酒田市 市民部環境衛生課 0234-31-0933

山形県 新庄・最上さくらが丘斎苑 山形県新庄市大字鳥越３７７９番地 0233-22-5562 0233-22-5618 ＪＲ新庄駅から７ｋｍ､車で２０分
新庄市
最上町

環境課 0233-22-2111



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

山形県
西村山広域行政事務組合
寒河江地区斎場

山形県寒河江市大字柴橋字平野３２８１番地２ 0237-84-4611 0237-84-5585 cleancenter@nishimurayama-koiki.jp http://www.nishimurayama-koiki.jp/ ＪＲ左沢線､柴橋駅から１．６ｋｍ、車で３分 西村山広域行政事務組合 寒河江地区クリーンセンター　庶務係 0237-84-4225

山形県 上山市経塚斎場 山形県上山市鶴脛町字荢畑９３５番１ 023-673-1885 ＪＲかみのやま温泉駅から３ｋｍ、車で２０分 上山市 上山市市民生活課 023-672-1111

山形県 長井市緑が丘斎場 山形県長井市伊佐沢１２５５－２２ 0238-88-1568 山形鉄道フラワー長井線長井駅から５ｋｍ､車で１０分 長井市 市民課 0238-84-2111

山形県 天童市斎場 山形県天童市天童中３－４－１ 023-652-3011 023-652-3015 ＪＲ天童駅から車で５分 天童市 市民部生活環境課 023-654-1111

山形県
尾花沢市大石田町環境衛
生事業組合  斎場  白菊
苑

山形県尾花沢市大字尾花沢字南原１５２１－１ 0237-23-3079 0237-23-3079 ＪＲ大石田駅から２ｋｍ､車で５分
尾花沢市大石田町環境衛生事業組
合（尾花沢市、大石田町）

環境衛生課 0237-25-2737

山形県 南陽市斎場しらぎく 山形県南陽市三間通１１４４ 0238-50-2510 0238-50-2511 http://www.city.nanyo.yamagata.jp/saijo/ ＪＲ赤湯駅から３ｋｍ、車で５分 南陽市 市民課
0238-40-8256
（直通）

山形県 中山町斎場 山形県中山町大字小塩４３４－１ 023-662-2449 ＪＲ左沢線羽前長崎駅から１．５ｋｍ、車で５分 中山町 住民税務課 023-662-2113

山形県
河北町ほか２市広域斎場
妙光苑

山形県西村山郡河北町大字岩木字原の内１３８１－
４

0237-73-4340 0237-73-4340 ＪＲさくらんぼ東根駅から１５ｋｍ､車で２５分 河北町、村山市、東根市 河北町環境防災課生活環境係 0237-73-2116

山形県 金山町火葬場 山形県最上郡金山町大字上台字向原１２６８ 0233-52-2265 kankyougesui@town.kaneyama.yamagata.jp ＪＲ新庄駅から１３ｋｍ、車で２０分 金山町 環境整備課 0233-52-2111

山形県 真室川町斎場 山形県最上郡真室川町大字新町７９４－２ 0233-62-3651 ＪＲ真室川駅から１ｋｍ､車で３分 真室川町 町民課 0233-62-2111

山形県
舟形町大蔵村共立うど山
斎場

山形県最上郡大蔵村大字清水字独活山５７０８－１０
１

0233-75-3170 ＪＲ舟形駅から６．５ｋｍ､車で１０分 舟形町大蔵村共立 舟形町住民税務課 0233-32-2111

山形県 戸沢村斎場 山形県最上郡戸沢村大字古口４６６-１６ 0233-72-2299
0233-72-2116
戸沢村役場

jumin@vill.tozawa.yamagata.jp 戸沢村役場から車で５分 戸沢村 住民税務課住民生活係 0233-72-2111

山形県 高畠町斎場 山形県東置賜郡高畠町大字高畠１１９３ 0238-52-4053 ＪＲ高畠駅から５ｋｍ､車で１５分 高畠町 生活環境課衛生係 0238-52-1596

山形県 川西町斎場 山形県東置賜郡川西町大字上小松５１３５番地１ 0238-42-3402 0238-42-6757 ＪＲ羽前小松駅から２ｋｍ､徒歩２０分 川西町 住民生活課 0238-42-6618

山形県 小国町斎場 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町７１２番地 0238-62-2971 ＪＲ小国駅から３ｋｍ、車で５分 小国町 町民税務課 0238-62-2260

山形県 白鷹町斎場 山形県西置賜郡白鷹町大字菖蒲３５０－１ 0238-85-2103 山形鉄道ﾌﾗﾜｰ長井線荒砥駅から２ｋｍ､車で５分 白鷹町 町民課 0238-85-6131

山形県 庄内町火葬場 山形県東田川郡庄内町余目字石沢４４－２ 0234-43-3956 ＪＲ余目駅から２ｋｍ､車で５分 庄内町 環境防災課 0234-56-2909

山形県 遊佐町斎場 山形県飽海郡遊佐町吉出字川原新田３－２ 0234-72-4551 ＪＲ遊佐駅から１ｋｍ、車で３分 遊佐町 地域生活課 0234-72-5881

福島県 福島市斎場 福島県福島市渡利字仏根51番地 024-522-7463 024-572-3173 ＪＲ福島駅から3㎞，車で15分 福島市役所 環境部環境課 024-525-3742

福島県 会津若松市斎場 福島県会津若松市門田町大字黒岩字石高甲８０７ 0242-27-5967 0242-27-4579 simin@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp ＪＲ会津若松駅から５㎞、車で１５分 会津若松市 会津若松市市民部市民課 0242-39-1229

福島県 郡山市東山悠苑 福島県郡山市田村町小川字石淵１３０番地 024-955-4277 024-955-4971 higashiyamayuuen@city.koriyama.lg.jp https://www.city.koriyama.lg.jp/ JR郡山駅から6.5Km,車で25分 郡山市役所 生活環境部環境政策課 024-924-2731

福島県 いわき南清苑 福島県いわき市勿来窪田御前崎１６３の４５ 0246-65-3923 0246-65-0358 shiminseikatsu@city.iwaki.lg.jp http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003180/index.html JR勿来駅から4.2Km いわき市役所 市民協働部市民生活課 0246-22-7446

福島県 いわき清苑 福島県いわき市平菅波字菅波入１８６の１ 0246-24-4500 0246-24-4510 shiminseikatsu@city.iwaki.lg.jp http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003180/index.html JRいわき駅から8.5Km いわき市役所 市民協働部市民生活課 0246-22-7446

福島県 白河斎場 福島県白河市藤沢山14 0248-22-1909 0248-22-1458 JR東北新幹線新白河駅から5Km､車で10分 白河市 白河市環境保全課
0248-22-1111
(内線2164)

福島県
須賀川地方保健環境組合
斎場

福島県須賀川市八幡山２３９番地 0248-75-3358 0248-75-3358 kumikan@beige.plala.or.jp http://www.kankyou-sukagawatiho.jp/Funeral/index.html ＪＲ東北本線須賀川駅から約３Km、車で５～１０分 須賀川地方保健環境組合 須賀川地方衛生センター 0248-73-4515

福島県
喜多方地方広域市町村圏
組合斎場

福島県喜多方市岩月町宮津字上ﾉ山７９２３－４ 0241-23-1618 0241-23-1618 info@kouiki.kitakata.fukushima.jp JR磐越西線喜多方駅から７Km､車で１０分
喜多方地方広域市町村圏組合（喜多
方市、北塩原村、西会津町）

喜多方地方広域市町村圏組合事務局 0241-22-3426

福島県
相馬方部衛生組合一里壇
斎苑

福島県相馬市赤木字一里壇271 0244-35-5000 0244-35-1115 saien@bb.soma.or.jp JR常磐線相馬駅から10Km､車で15分 相馬市・新地町 相馬方部衛生組合事務局 0244-35-4124

福島県 あだたら聖苑 福島県二本松市永田三丁目123 0243-62-3414 0243-62-3420 soumu@adachikouiki.lg.jp https://www.adachikouiki.lg.jp/ JR東北本線二本松駅から3Km,車で15分
安達地方広域行政組合
（二本松市、本宮市、大玉村）

あだたら聖苑 0243-62-3414

福島県 田村市斎場 福島県田村市船引町船引字卯田ヶ作２６７ 0247-82-3141 0247-82-3141 ＪＲ磐越東線船引駅から３km、車で７分 田村市 市民部　生活環境課 0247-81-2272
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１１．備考

福島県 原町斎場 福島県南相馬市原町区上北高平字東高松30 0244-23-3530 0244-26-0510 seikatsukankyo@city.minamisoma.lg.jp https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/admin/kokyoshisetsu/4/3958.html JR常磐線原ﾉ町駅から4Km､車で10分 南相馬市 市民生活部生活環境課 0244-24-0063

福島県 伊達市斎場 福島県伊達市保原町金原田字沼頭６４ 024-576-3417 024-576-3417 阿武隈急行大泉駅から3.8Km､車で10分 伊達市 市民生活部生活環境課 024-575-1228

福島県 桑折町火葬場 福島県伊達郡桑折町字台1-1 024-582-6396 JR東北本線桑折駅から3Km､車で5分 桑折町
伊達市桑折町国見町
火葬場協議会事務局桑折町生活環境
課

024-582-2123

福島県 川俣町火葬場 福島県伊達郡川俣町飯坂字芋ヶ作2 川俣町役場から2Km､車で5分 川俣町 川俣町町民税務課 024-566-2111

福島県 檜枝岐村火葬場 福島県南会津郡檜枝岐村字滝沢１０９６番地２ 会津鉄道会津高原尾瀬口駅から４５Ｋｍ、車で６０分 檜枝岐村 檜枝岐村　住民課 0241-75-2502

福島県 東部聖苑 南会津郡南会津町田島字東下原２１番地 0241-62-1175 会津鉄道田島高校前駅から１．５ＫＭ、車で３分
南会津地方環境衛生組合（南会津
町、下郷町、只見町）

環境衛生課 0241-67-2480

福島県 西部斎苑 南会津郡南会津町山口字下荒町２１７２番地５１ 0241-73-2660 会津鉄道会津田島駅から３０ＫＭ、車で４０分
南会津地方環境衛生組合（南会津
町、下郷町、只見町）

環境衛生課 0241-67-2480

福島県 いなわしろ聖苑 福島県耶麻郡猪苗代町大字八幡字若宮３０１ 0242-66-2271 0242-66-2273 ＪＲ磐越西線川桁駅から２．５㎞，車で７分 猪苗代町 猪苗代町町民生活課 0242-62-2114

福島県 会津西部斎苑
福島県河沼郡会津板下町大字宇内字中子山４００３
－４

0242-83-0001 0242-83-0003 JR只見線会津坂下駅から６．５Km､車で１５分 会津坂下町 会津坂下町生活部戸籍環境班 0242-84-1500

福島県 やぶき霊香苑 福島県西白河郡矢吹町井戸尻277-6 0248-44-2191 0248-44-2191 JR東北線矢吹駅から2Km､車で5分
矢吹町、泉崎村及び中島村火葬場協
議会

事務局　矢吹町まちづくり推進課 0248-42-2112

福島県 東白斎苑 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字崖ﾉ上90 0247-33-1500 0247-33-1515 JR棚倉駅から2.5Km､車で10分 東白衛生組合 東白衛生組合事務局 0247-43-0378

福島県 いしかわ清苑 福島県石川郡石川町大字沢井字川井224番地の16 0247-56-3811 0247-56-3815 kankyou@6ecokumi.com http://www.ecokumi.com/ 石川町役場から4.5km
石川地方生活環境施設組合（石川
町、浅川町、古殿町、平田村、玉川
村）

石川地方生活環境施設組合 0247-26-2784

福島県 小野町火葬場「おの悠苑」 福島県田村郡小野町大字小野新町字馬番２１－１ 0247-72-6611 0247-72-6611 JR小野新町駅から約３ｋｍ、車で約７分 小野町 町民生活課（町民班） 0247-72-6933

茨城県 水戸市斎場 茨城県水戸市堀町２１０６－２ 029-251-2559 029-255-2280 funeral.holl@city.mito.lg.jp https://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/00290/000338/001869/index.html JR常磐線赤塚駅から３．２km､車で１５分 水戸市役所 生活環境部衛生管理課 029-224-1111

茨城県 日立市中央斎場 茨城県日立市諏訪町１０２９ 0294-34-4065 0294-34-4065 JR常陸多賀駅から４km、車で１０分 日立市役所 生活環境部環境衛生課 0294-22-3111

茨城県 日立市金沢火葬場 茨城県日立市金沢町２－１８－６ 0294-37-1142 0294-37-1142 JR常陸多賀駅から２．５km、車で１０分 日立市役所 生活環境部環境衛生課 0294-22-3111

茨城県 日立市鞍掛山斎場 茨城県日立市滑川町３１６３－９ 0294-43-4392 0294-43-4392 JR日立駅から３km、車で２０分 日立市役所 生活環境部環境衛生課 0294-22-3111

茨城県 土浦市営斎場 茨城県土浦市田中２‐１６‐３３ 029-824-2013 029-824-4711 ＪＲ土浦駅から３㎞，車約１０分 土浦市 市民生活部環境衛生課 029-829-1111

茨城県 古河市斎場 茨城県古河市三杉町２－１－１ 0280-32-0157 0280-32-0752 saijyou@koga-kousya.or.jp http://www.koga-kousya.or.jp/koga-saijo/index.html JR東北本線古河駅から約２km､車で５分 古河市役所 生活安全部環境課 0280-76-1511

茨城県 石岡地方斎場組合火葬場 茨城県石岡市染谷１７４９ 0299-22-6828 0299-36-0771 isiokatihousaijo@aw.wakwak.com http://park15.wakwak.com/~isiokatihousaijo/ JR常磐線石岡駅から５km､車で２０分
石岡地方斎場組合（石岡市，小美玉
市，かすみがうら市）

石岡地方斎場組合事務局 0299-36-0770

茨城県 龍ケ崎市営斎場 茨城県龍ケ崎市７０９１ 0297-64-0511 0297-64-0511 関東鉄道竜ケ崎線竜ケ崎駅から２ｋｍ，車で５分 龍ケ崎市 龍ケ崎市産業経済部　環境対策課 0297-60-1538

茨城県
下妻地方広域事務組合葬
斎場「ヘキサホール・き
ぬ」

茨城県下妻市下栗２５０番地 0296-43-7766 0296-43-7783 http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/ 関東鉄道常総線宗道駅から２．２ｋｍ，車で５分
一部事務組合（下妻市，常総市，八千
代町）

下妻地方広域事務組合 0296-45-0611

茨城県 常総市斎場 茨城県常総市豊岡町乙３１４０番地1 0297-24-0049 関東鉄道常総線水海道駅から４km，車で１５分 常総市役所 市民生活部　市民課 0297-23-2111

茨城県 常陸太田市営斎場 茨城県常陸太田市新宿町１６０３ 0294-72-0998 0294-72-0998 JR水郡線常陸太田駅から３㎞、車で１０分 常陸太田市役所 市民生活部環境政策課 0294-72-3111

茨城県 高萩市斎場 茨城県高萩市大字安良川１３３２‐１ 0293-22-5319 JR常磐線高萩駅から約３ｋｍ、車で１０分 高萩市役所 市民生活部環境衛生課 0293-23-7031

茨城県 北茨城市葬祭場 茨城県北茨城市磯原町上相田８ 0293-42-1293 0293-42-1293 JR常磐線磯原駅から２km､車で１０分 北茨城市役所 環境産業部生活環境課 0293-43-1111

茨城県
笠間広域斎場
やすらぎの森

茨城県笠間市笠間４６６９番地 0296-72-7011 0296-72-9273 yasuragi@chorus.ocn.ne.jp JR友部駅北口から約4.5㎞、車で約10分 笠間地方広域事務組合 総務課 0296-72-7011

茨城県
取手市外2市火葬場組合
立火葬場やすらぎ苑

茨城県取手市市之代３１０ 0297-78-2133 0297-78-2139 saijou@city.toride.ibaraki.jp 関東鉄道常総線戸頭駅から約４．５km､車で１５分
取手市外２市火葬場組合（取手市、守
谷市、つくばみらい市）

取手市まちづくり振興部火葬場組合事
務局担当

0297-74-2141
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茨城県 うしくあみ斎場 茨城県牛久市久野町２８６７ 029-830-9888 029-830-9890 usikuami@ushikuamisaijyou.jp http://www.city.ushiku.lg.jp JR常磐線牛久駅から約１０km､車で２０分 牛久市・阿見町斎場組合 牛久市・阿見町斎場組合事務局 029-873-2111

茨城県 つくばメモリアルホール 茨城県つくば市玉取１７６６ 029-879-0330 029-879-0331 meh010@city.tsukuba.lg.jp https://www.city.tsukuba.lg.jp/ つくばエクスプレスつくば駅から７ｋｍ、車で15分 つくば市役所 生活環境部環境衛生課 029-883-1111

茨城県 常陸海浜広域斎場 茨城県ひたちなか市新光町９７番地 029-265-7191 029-265-7193 ｓａｉｊｙｏｕ＠hitachinaka-tokai.or.jp http://www.ｈｉｔａｃｈｉｎａｋａ-tokai.or.jp ＪＲ常磐線勝田駅から８ｋｍ，車で２０分 ひたちなか･東海広域事務組合 施設課斎場管理Ｇ 029-265-7191

茨城県 鹿嶋斎苑 茨城県鹿嶋市大字棚木２０９ 0299-69-7511 0299-69-7512
鹿島臨海鉄道長者ヶ浜潮騒はまなす公園前駅から２．３
km､車で５分

鹿嶋市役所 市民生活部環境政策課 0299-82-2911

茨城県 おおみや広域聖苑 茨城県常陸大宮市東野５４５番地 0295-54-0202 0295-54-1200 JR水郡線常陸大宮駅から７km､車で１０分 常陸大宮市役所 市民生活部生活環境課 0295-52-1111

茨城県 那珂聖苑 茨城県那珂市堤１０２０－１ 029-352-0073 029-298-3119 saijou-m.naka@takara-gr.co.jp http://www.city.naka.lg.jp JR水郡線上菅谷駅から３㎞、車で１０分 那珂市役所 市民生活部市民課 029-298-1111

茨城県 きぬ聖苑 茨城県筑西市下川島６５５－１ 0296-33-6635 0296-33-6633 kinuseienks@tikusei.or.jp http://www.tikusei.or.jp/kinu/ JR水戸線川島駅から2km、車で5分 筑西広域市町村圏事務組合 筑西広域市町村圏事務組合　きぬ聖苑 0296-33-6635

茨城県 坂東市営斎場 茨城県坂東市馬立１１７９ 0297-35-9051 0297-35-9051 関東鉄道常総線水海道駅から13km､車で30分 坂東市役所 市民生活部生活環境課 0297-21-2189

茨城県 聖苑香澄 茨城県稲敷市須賀津１８７２－６ 029-894-4510 029-894-4511 http://www.eiseidoboku.or.jp ＪＲ下総神崎駅から12㎞，車で約20分
江戸崎地方衛生土木組合（稲敷市・
美浦村）

聖苑香澄 029-894-4510

茨城県 神栖市かみす聖苑 茨城県神栖市南浜１-９ 0299-90-5311 0299-90-5312 http://kamisuseien.com/ JR鹿島線潮来駅から１８km､車で３０分 神栖市役所 生活環境部環境課 0299-90-1221

茨城県 神栖市はさき火葬場 茨城県神栖市波崎９５９８ 0479-44-5479 0479-44-5479 http://kamisuseien.com/hasaki/hasaki.html JR総武本線銚子駅から５km､車で１５分 神栖市役所 生活環境部環境課 0299-90-1221

茨城県
鹿行広域事務組合
霞ヶ浦聖苑

茨城県行方市手賀４３３９－３９ 0299-55-2710 0299-55-2699 seien-top@rokkou-kouiki.jp http://www.rokkou-kouiki.jp/ ＪＲ高浜駅から20㎞，車で30分
鹿行広域事務組合（鉾田市・行方市・
潮来市）

鹿行広域事務組合　　霞ヶ浦聖苑 0299-55-2710

茨城県
茨城町斎場「いばらき聖
苑」

茨城県東茨城郡茨城町大字網掛１１６７番地 029-240-8031 029-240-8032
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線涸沼駅から ４．５Ｋｍ，車で１
５分

茨城町役場 生活経済部町民課 029-240-7111

茨城県 大洗町斎場 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町５７８６ 029-267-0409 029-267-5357 http://www.town.oarai.lg.jp/~saijyo/kurasi/info-582-362_3.html
鹿島臨海鉄道大洗鹿島線大洗駅から約２km、車で約８
分

大洗町役場 生活環境課 029-267-5111

茨城県 大子町斎場 茨城県久慈郡大子町大字川山９３１ 0295-72-4000 0295-72-4079 JR水郡線常陸大子駅から５㎞、車で８分 大子町役場 生活環境課 0295-72-1111

茨城県 さしま斎場 茨城県猿島郡境町大字長井戸１７４６番地 0280-87-0619 0280-87-6800 saijyou@sashimakankyou.or.jp http://www.sashimakankyou.or.jp ＪＲ東北本線古河駅から15㎞，車で30分 さしま環境管理事務組合 さしま環境管理事務組合　斎場管理課 0280-87-0619

栃木県 鹿沼市斎場 栃木県鹿沼市富岡１００番地１ 0289-62-3567 0289-62-3567 ＪＲ鹿沼駅から約４ｋｍ,車で１０分 鹿沼市 市民部生活課 0289-63-2122

栃木県 日光聖苑 栃木県日光市瀬尾１７４９－２ 0288-22-0286 0288-22-0090 ＪＲ日光線今市駅から４．５ｋｍ,車で１０分 日光市 市民環境部生活安全課 0288-21-5112

栃木県
芳賀地区広域行政事務組
合斎場

栃木県真岡市熊倉町４９６１番地 0285-82-3073 0285-82-3073 http://hagakouiki.jp/app-def/S-102/new/?page_id=52 真岡鉄道真岡駅から約２．５ｋｍ、車で５分 芳賀地区広域行政事務組合 事務局管理課 0285-82-9151

栃木県 栃木市斎場 栃木県栃木市平井町３３８ 0282-23-5245 0282-23-5245 ＪＲ栃木駅から５．３ｋｍ、車で７分 栃木市 環境課
0282-21-2143
0282-21-2144

栃木県
小山広域保健衛生組合
小山聖苑

栃木県小山市大字外城７１７－１ 0285-22-1175 0285-22-1969 seien3@city.oyama.tochigi.jp ＪＲ小山駅から約４ｋｍ、車で約１５分 小山広域保健衛生組合 小山広域保健衛生組合　小山聖苑 0285-22-1175

栃木県 しおや聖苑 栃木県矢板市乙畑１８０６－３ 0287-48-0411 0287-48-3640 ＪＲ片岡駅から２．５km，車で５分 塩谷広域行政組合 塩谷広域行政組合管理課 0287-48-2066

栃木県 大田原市火葬場 栃木県大田原市若草１丁目１４７５番地４ 0287-24-2800 0287-24-2821 ＪＲ宇都宮線西那須野駅から１０km、車で２０分 大田原市 市民生活部生活環境課 0287-23-8832

栃木県 那須聖苑 栃木県那須町大字高久甲１２５４－１ 0287-62-0791 0287-63-3844 ＪＲ高久駅から２ｋｍ、車で５分 黒磯那須共同火葬場組合 那須塩原市生活環境部環境課 0287-62-7142

栃木県 南那須地区斎場 栃木県那須郡那珂川町片平１２０５ 0287-96-3689 0287-96-3833 http://www.minaminasukouiki.jp/?cat=6 ＪＲ大金駅から１２㎞，車で２０分 南那須地区広域行政事務組合 総務課 0287-83-0021

栃木県
佐野地区衛生施設組合佐
野斎場

栃木県佐野市韮川町５７８－１ 0283-21-1551 0283-21-2740 ＪＲ両毛線佐野駅から６ｋｍ，車で２０分 佐野地区衛生施設組合 佐野地区衛生施設組合事業係 0283-24-8424

栃木県
佐野地区衛生施設組合葛
生火葬場

栃木県佐野市あくと町３３３０ 0283-86-2820 0283-86-2820 東武佐野線葛生駅から３ｋｍ，車で１０分 佐野地区衛生施設組合 佐野地区衛生施設組合事業係 0283-24-8424

栃木県 足利市斎場 栃木県足利市新山町１２番地３ 0284-41-3462 0284-41-3462 saijyou@city.ashikaga.lg.jp ＪＲ足利駅から２．４ｋｍ　車で１５分 足利市 生活環境部市民課 0284-20-2144

栃木県 宇都宮市　悠久の丘 栃木県宇都宮市上欠町719番地１ 028-649-1150 028-648-9188 http://www.u-yukyunooka.jp/ ＪＲ宇都宮駅から７．３km、車で２５分 宇都宮市 市民まちづくり部生活安心課 028-632-2866

群馬県 前橋市斎場 群馬県前橋市天川大島町一丁目31番地1 027-224-2777 027-223-6499 JR前橋駅から2.6㎞,車で10分 前橋市役所 市民部市民課 027-898-6102
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群馬県 高崎市斎場 群馬県高崎市寺尾町１０６４番地５７ 027-324-0680 027-328-8924 https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010600752/ ＪＲ高崎駅から３．８㎞，車で８分 高崎市役所 市民部市民課 027-321-1307

群馬県 はるなくらぶち聖苑 群馬県高崎市上室田町４７０７番地１ 027-374-8696 027-374-4494 https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121300544/ ＪＲ高崎駅から１８．５㎞，車で４０分 高崎市役所 榛名支所市民福祉課 027-374-5114

群馬県 桐生市斎場 群馬県桐生市広沢町5丁目4746番地の5 0277-54-1204 0277-54-1206 k-saijo@city.kiryu.lg.jp 東武伊勢崎線新桐生駅から5㎞、車で15分 桐生市役所 市民生活部市民課 0277-46-1111

群馬県 いせさき聖苑 群馬県伊勢崎市波志江町3553番地 0270-21-0500 0270-21-0502 seienn@city.isesaki.lg.jp ＪＲ・東武線伊勢崎駅から４㎞，車で１２分 伊勢崎市役所 市民部市民課 0270-27-2727

群馬県 さかい聖苑 群馬県伊勢崎市境美原１８番地 0270-70-6000 0270-70-6006 sakaiseien@city.isesaki.lg.jp 東武伊勢崎線境町駅から１㎞，車で5分 伊勢崎市役所 市民部市民課 0270-27-2727

群馬県 太田市斎場 群馬県太田市浜町66番52号 0276-45-5800 0276-49-4877 東武伊勢崎線太田駅から２㎞，車で８分 太田市役所 市民生活部市民課 0276-47-1937

群馬県
利根沼田広域斎場
ぬまた聖苑

群馬県沼田市沼須町５０２番地 0278237193 0278237586 http://www.oze.or.jp/ ＪＲ沼田駅から４．５㎞，車で１０分

利根沼田広域市町村圏振興整備組
合（沼田市、片品村、川場村、昭和
村、みなかみ町（ぬまた聖苑設置運営
においては、旧月夜野町のみ））

事務局　企画係 0278223691

群馬県 館林市斎場 群馬県館林市苗木町２４８７番地 0276-72-1742 0276-72-1761 shimin@city.tatebayashi.gunma.jp http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/ 東武伊勢崎線館林駅から３．５㎞，車で１０分 館林市役所 市民環境部市民課 0276-72-4111

群馬県
渋川広域斎場しらゆり聖
苑

群馬県渋川市白井３００番地 0279-30-3331 0279-30-3370
http://www.sknet.or.jp/c01/jigyo02
https://www.shibukawa-shirayuri.jp/ ＪＲ渋川駅から２．５㎞，車で１０分

渋川地区広域市町村圏振興整備組
合（渋川市、吉岡町、榛東村）

事業課 0279-60-5250

群馬県 藤岡市偕同苑 群馬県藤岡市藤岡７７０番地 0274-24-0064 JR群馬藤岡駅から１．４㎞　車で４分 藤岡市役所 市民環境部市民課
0274-22-1211
0274-40-2256

群馬県 かぶら聖苑 群馬県富岡市上黒岩３１８番地 0274-62-1893 0274-62-1548 http://www.kaburaseien.jp/profile.html 上信電鉄上州富岡駅から７㎞、車で１０分 富岡市役所 市民生活部市民課 0274-62-8362

群馬県 安中市すみれヶ丘聖苑 群馬県安中市中野谷３６３７番地３ 027-382-2554 027-382-2554 sumire@city.annaka.lg.jp http://www.city.annaka.lg.jp ＪＲ安中駅から６㎞，車で１５分 安中市役所 市民部市民課 027-382-1111

群馬県
甘楽西部環境衛生施設組
合火葬場

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田755番地2 0274-82-5903 上信電鉄下仁田駅から2㎞、車で5分
甘楽西部環境衛生施設組合（下仁田
町、南牧村）

甘楽西部環境衛生施設組合事務局 0274-64-8811

群馬県
吾妻郡東部火葬場なかの
じょう聖苑

群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条１５０１−１ 0279757632 0279757638 https://www.aga-kouiki.jp/east-crematory/info.html ＪＲ吾妻線中之条駅から４ｋｍ、車で１０分
吾妻広域町村圏振興整備組合（中之
条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、
草津町、高山村）

事務局総務企画課 0279-75-4700

群馬県 吾妻郡西部火葬場 群馬県吾妻郡草津町大字草津字滝尻原641-38 0279-88-3501 JR長野原草津口駅から25㎞,車で30分
吾妻広域町村圏振興整備組合（中之
条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、
草津町、高山村）

草津町役場愛町部住民課 0279-88-7192

群馬県 水上火葬場 群馬県利根郡みなかみ町湯原９９０－２番地 office-kankyo@town.minakami.gunma.jp ＪＲ水上駅から約２㎞，車で１０分 みなかみ町役場 生活水道課環境政策室環境政策係 0278-25-5003

群馬県 新治火葬場 群馬県利根郡みなかみ町須川１０１－５番地 office-kankyo@town.minakami.gunma.jp ＪＲ上越線後閑駅から約９㎞，車で３０分 みなかみ町役場 生活水道課環境政策室環境政策係 0278-25-5003

群馬県 大泉町外二町斎場 群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉347番地5 0276-62-6001 0276-62-6016 ooizumi-seisoucenter@aioros.ocn.ne.jp http://www.oizumi-seisoucenter.jp/ 東武小泉線東小泉駅から１．５㎞、車で５分
大泉町外二町環境衛生施設組合（大
泉町、邑楽町、千代田町）

管理係 0276-63-1266

埼玉県 さいたま市大宮聖苑 さいたま市見沼区染谷２－３５０－１ 048-682-2800 048-682-2802 omiya-seien-kanri@city.saitama.lg.jp http://www.city.saitama.jp/006/015/041/001/p32456.html 東武野田線七里駅から４ｋｍ、車で１５分 さいたま市 大宮聖苑管理事務所 048-682-2800

埼玉県 さいたま市浦和斎場 さいたま市桜区下大久保１５２３－１ 048-855-6246 048-855-6247 http://www.urawa-saijo.com/ ＪＲ南与野駅から４ｋｍ、車で２０分 さいたま市 生活衛生課 048-829-1299

埼玉県 川越市斎場 川越市大字小仙波７８６番地１ 049-226-0090 049-226-7088 saijo@city.kawagoe.saitama.jp ＪＲ川越駅から車で１０分 川越市 市民部斎場 049-226-0090

埼玉県 熊谷市立火葬場 熊谷市大原２－１－１ 048-521-0021 048-521-0153 saiun@city.kumagaya.lg.jp http://www.city.kumagaya.lg.jp/shisetsu/kurashi/shisetuannai.html ＪＲ熊谷駅から３ｋｍ、車で１０分 熊谷市 市民部葬斎施設 048-521-0021

埼玉県
川口市めぐりの森（火葬
場）

川口市大字新井宿４３０番地の１ 048-242-5414 048-242-5415 087.01000@city.kawaguchi.lg.jp http://www.kawaguchishi-megurinomori.jp/ 埼玉高速鉄道「新井宿駅」から徒歩１５分 川口市 保健総務課 048-259-9024

埼玉県 行田市斎場 行田市佐間１７５１ 048-559-1996 048-559-1996 ＪＲ行田駅から３ｋｍ、車で１０分 行田市 市民生活部市民課 048-556-1111

埼玉県 秩父斎場 埼玉県秩父市大宮５３６１番地２ 0494-23-1678 0494-23-1689 saijou@union.chichibukouiki.lg.jp 秩父鉄道大野原駅から１．２ｋｍ､車で５分 秩父広域市町村圏組合 業務課 0494-23-2489

埼玉県 所沢市斎場 所沢市北原町１２８２番地 04-2993-9931 04-2995-3642 saijyou@song.ocn.ne.jp http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shisetu/lifeline/saijo/saijo.html 西武新宿線航空公園駅２ｋｍ、車で１０分 所沢市 市民部市民課 04-2998-9087

埼玉県 広域飯能斎場 飯能市飯能９４８－３ 042-974-4560 042-972-9255 jimu@kouikihanno.jp http://www.kouikihanno.jp/ 西武池袋線飯能駅２．５ｋｍ、車で８分 一部事務組合 事務局 042-974-4560

埼玉県 メモリアルトネ 加須市川口４－３－５ 0480-65-8234 0480-65-8235 memorial-tone@giga.ocn.ne.jp http://www.memorial-tone.jp/index.html 東武伊勢崎線鷲宮駅から車で５分 広域利根斎場組合 総務課 0480-65-8234
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埼玉県 東松山斎場 東松山市松山町２－８－３２ 0493-22-4279 0493-22-5695 higashimatsuyama@fuji-kasouro.co.jp http://www.hiki-saitama.jp/hiki/saijo/index.htm 東武東上線森林公園駅から１ｋｍ、徒歩１５分 比企広域市町村圏組合 総務課 0493-23-9331

埼玉県 埼葛斎場組合斎場 春日部市内牧１４３１ 048-752-3441 048-754-0022 http://www.saikatsu.or.jp/ 東武野田線豊春駅から２ｋｍ、車で８分 埼葛斎場組合 事務局　管理担当 048-752-1531

埼玉県 羽生市斎場 羽生市東３－４２－２ 048-561-0436 048-561-0436 東武伊勢崎線羽生駅から２．４ｋｍ、車で８分 羽生市 市民生活課 048-561-1121

埼玉県 県央みずほ斎場 鴻巣市境１１４３ 048-569-2800 048-569-2838 http://www.ken-o.or.jp ＪＲ鴻巣駅から４ｋｍ、車で１０分 埼玉県央広域事務組合 事務局総務課 048-597-2001

埼玉県 深谷市火葬場　深丘園 深谷市山河３９７－１ 048-585-2900 048-585-5885 simin@city.fukaya.saitama.jp http://www.city.fukaya.saitama.jp/lifescene/okuyami/1392275851604.html ＪＲ岡部駅から３ｋｍ、車で８分 深谷市 市民生活部市民課 048-574-6640

埼玉県 上尾伊奈斎場つつじ苑 上尾市瓦葺１５０ 048-720-7870 048-723-8321 saijyo@mb.jnc.ne.jp http://www.ageo-kousya.or.jp/tsutsuji/ ＪＲ東大宮駅から３ｋｍ、車で１０分 上尾市 環境政策課 048-775-6925

埼玉県 谷塚斎場 草加市瀬崎４－６－３６ 048-922-2342 048-928-8050 info@seiten.co.jp http://www.seiten.co.jp/ 東武谷塚駅からバスで３分 聖典(株) 事務所 048-922-2342

埼玉県 越谷市斎場 越谷市増林３９８９－１ 048-960-6800 048-960-6801 東武スカイツリーライン越谷駅から５ｋｍ、車で１０分 越谷市・吉川市・松伏町 越谷市市民協働部市民課 048-963-9152

埼玉県
入間東広域斎場しののめ
の里

富士見市下南畑７０－１ 049-275-3030 049-275-3038 http://shinonomenosato.or.jp/ 東武東上線みずほ台駅から２ｋｍ、車で８分 入間東部地区事務組合 事務局総務課 049-261-4891

埼玉県 三郷市斎場 三郷市茂田井１５ 048-952-5885 048-952-8853 saijou@city.misato.lg.jp http://www.city.misato.lg.jp/1412.htm ＪＲ三郷駅から２ｋｍ、車で５分 三郷市 市民生活部市民課 048-930-7700

埼玉県 越生斎場 入間郡越生町鹿下３３８－６ 049-292-8808 049-292-8809 seienkumiai@k-seien.sakura.ne.jp http://k-seien.sakura.ne.jp/ ＪＲ越生駅から４ｋｍ、車で１０分 広域静苑組合　事務局 総務担当 049-292-8808

埼玉県
児玉郡市広域市町村圏組
合立斎場

児玉郡美里町木部５３７－４ 0495-76-1881 0495-76-1882 misato@sanitary.co.jp http://www.kodamakouiki.jp/jigyougaiyou/saijyo.html ＪＲ松久駅から０．８ｋｍ、車で３分 児玉郡市広域市町村圏組合 総務課 0495-27-2241

千葉県 千葉市斎場 千葉県千葉市緑区平山町１７６２－２ 043-293-4000 043-293-4003 seikatsueisei.HWH@city.chiba.jp https://chibacity-funeralhall.jp/open/index.aspx JR鎌取駅から約２ｋｍ､車で約４分 千葉市 保健福祉局健康部生活衛生課
043-245-5213
043-245-5216

千葉県 銚子市斎場 千葉県銚子市西小川町４７３２ 0479-25-1593 0479-25-1593 ＪＲ銚子駅から２㎞，車で１０分 銚子市 生活環境課 0479-24-8910

千葉県 市川市斎場 千葉県市川市大野町４－２６１０－１ 047-338-2941 047-338-2942 saijo3@city.ichikawa.lg.jp http://www.city.ichikawa.lg.jp/ ＪＲ市川大野駅から２．５ｋｍ，車で１０分 市川市 保健部斎場霊園管理課 047-338-2941

千葉県 馬込斎場 千葉県船橋市馬込町１１０２番地１ 047-438-1151 047-438-1152 magome@saijou.com http://www.saijou.com/ ＪＲ船橋駅から４ｋｍ、車で１５分
四市複合事務組合（船橋市、習志野
市、八千代市、鎌ケ谷市）

四市複合事務組合　事務局 047-436-2772

千葉県 木更津市火葬場 千葉県木更津市大久保８４０－３ 0438-37-3874 0438-37-3874 kankyou@city.kisarazu.lg.jp https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kankyo/kasouba/index.html JR木更津駅から６．７Km､車で２０分 木更津市役所 環境部環境管理課 0438-36-1432

千葉県 松戸市斎場 千葉県松戸市串崎新田６３番地の１ 047-387-4042 047-388-9620 saijo@matsudo-sousai.jp http://matsudoshisaijo.jp/
新京成電鉄「八柱駅」又はＪＲ武蔵野線「新八柱駅」下車
徒歩約３０分
北総開発鉄道「松飛台駅」下車徒歩約２０分

松戸市役所 健康福祉部地域福祉課 047-366-3019

千葉県 野田市斎場 千葉県野田市目吹７番地の１ 04-7122-3017 04-7123-6424
東武アーバンパークライン野田市駅にて降車
まめバス７中ルート「東部小前」バス停から徒歩１０分

野田市役所 市民生活部市民課 04-7125-1111

千葉県 野田市関宿斎場 千葉県野田市中戸４９６番地 04-7196-3301 04-7196-3301
東武アーバンパークライン川間駅にて降車
まめバス１関宿城ルート「諏訪橋」バス停から徒歩８分

野田市役所 市民生活部市民課 04-7125-1111

千葉県 八富成田斎場 千葉県成田市吉倉１２４－１１ 0476-23-4511 0476-23-4514 JR成田駅から３ｋｍ､車で１０分 成田市役所 環境部環境衛生課 0476-20-1531

千葉県 さくら斎場 千葉県佐倉市大蛇町７９０番地４ 043-484-0846 043-486-2304 fune-sakurambo@catv296.ne.jp https://www.fune-sakurambo.jp/ 京成佐倉駅から３ｋｍ､車で１０分
佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組
合（佐倉市、四街道市、酒々井町）

施設管理班 043-484-6747

千葉県 山武郡市広域斎場 千葉県東金市堀上１３５７番地 0475-55-6360 0475-55-3452 saijou@sanbukouiki-chiba.jp http://www.sanbukouiki-chiba.jp JR東金駅から２．５ｋｍ､車で１０分
山武郡市広域行政組合
（東金市、山武市、大網白里市、九十
九里町、芝山町、横芝光町）

環境衛生課 0475-55-6360

千葉県 みたま苑 旭 千葉県旭市二５９３５－１０ 0479-64-0409 0479-64-0805 kankyobika@city.asahi.lg.jp http://www.city.asahi.lg.jp/ JR干潟駅から２．５ｋｍ､徒歩で２０分 旭市 環境課 0479-62-5329

千葉県 ウイングホール柏斎場 千葉県柏市布施２８１－１ 04-7131-6649 04-7132-4567 uing@deluxe.ocn.ne.jp http://knajimukumi26.ec-net.jp/uing/uing.html JR北柏駅から４km，車で１５分
東葛中部地区総合開発事務組合（柏
市，流山市，我孫子市）

ウイングホール柏斎場 04-7131-6649

千葉県 かつうら聖苑 千葉県勝浦市松部１１６－１ 0470-76-2950 0470-76-2950 JR勝浦駅から４ｋｍ､車で１０分 勝浦市 生活環境課 0470-73-6639

千葉県 いちはら聖苑 千葉県市原市今富１０８８－８ 0436-36-3389 0436-36-7513 memorial@city.ichihara.lg.jp https://www.city.ichihara.chiba.jp/ JR姉ケ崎駅から６ｋｍ、車で１２分 市原市役所 保健福祉部保健福祉課 0436-22-1111
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千葉県 長狭地区火葬場 千葉県鴨川市東町１８５０－１７ 04-7094-1170 04-7094-1170 JR安房天津駅から３ｋｍ､車で１５分
安房郡市広域市町村圏事務組合（館
山市、鴨川市、南房総市、鋸南町）

事務局企画事業係 0470-22-5633

千葉県 上総聖苑 千葉県君津市久留里市場９７８－１ 0439-27-3574 0439-27-3574 kankyo-e@city.kimitsu.lg.jp ＪＲ久留里駅から１ｋｍ，車で５分 君津市役所 市民環境部環境衛生課 0439-56-1221

千葉県 富津聖苑 千葉県富津市前久保３８５番地 0439-87-4142 0439-87-4142 mb021@city.futtsu.ｌg.jp http://www.city.futtsu.lg.jp/ JR君津駅から４ｋm　車で約６分 富津市市役所 市民部環境保全課 0439-80-1273

千葉県 浦安市斎場 千葉県浦安市千鳥１５－３ 047-316-3611 047-316-3614 saijyo@city.urayasu.lg.jp http://www.city.urayasu.chiba.jp ＪＲ舞浜駅から３ｋｍ，車で１０分 浦安市役所 環境部斎場 047-316-3611

千葉県 印西斎場 千葉県印西市平岡１５３８ 0476-42-1700 0476-42-6006 inzaisaijyo@bz03.plala.or.jp http://www.inkan-jk.or.jp JR小林駅から３ｋｍ､車で１０分 印西地区環境整備事業組合 印西斎場 0476-42-1700

千葉県 安房聖苑 千葉県南房総市山名３４５ 0470-36-3360 0470-36-3360 JR九重駅から７．１ｋｍ､車で１５分
安房郡市広域市町村圏事務組合（館
山市、鴨川市、南房総市、鋸南町）

事務局企画事業係 0470-22-5633

千葉県 山桑ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ 千葉県匝瑳市山桑７３０ 0479-73-8000 0479-73-8001 kankyoeisei@vesta.ocn.ne.jp http://www.sou2kan.sakura.ne.jp/ 八日市場駅から３．８Ｋｍ、車で１０分 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 事務局 0479-72-3036

千葉県 おみがわ聖苑 千葉県香取市小見川１７９７番地１ 0478-82-3293 0478-82-3337 http://katorikouiki.com/ JR小見川駅から０．９Ｋｍ､徒歩１０分
香取広域市町村圏事務組合（香取
市・神崎町・多古町・東庄町）

事務局業務課 0478-78-1182

千葉県 いすみ市大原聖苑 千葉県いすみ市大原４８９１－１ 0470-63-1667 0470-63-1667 ＪＲ大原駅から２㎞，車で５分 いすみ市 環境水道課 0470-62-1385

千葉県 北総斎場
千葉県香取郡神崎町神崎神宿字向野１００９番地の
２

0478-72-3166 0478-72-3166 http://katorikouiki.com/ JR下総神崎駅から３Ｋｍ､車で４分
香取広域市町村圏事務組合（香取
市・神崎町・多古町・東庄町）

事務局業務課 0478-78-1182

千葉県 一宮聖苑 千葉県長生郡一宮町一宮７４５９－４ 0475-42-5445 0475-42-5445 ＪＲ上総一ノ宮駅から５.３ｋｍ,車で１０分
一宮聖苑組合（一宮町,睦沢町,長生
村,白子町）

事務局 0475-42-1430

千葉県 長南聖苑 千葉県長生郡長南町報恩寺５７９ 0475-46-3525 0475-46-3526 chonanseien@aroma.ocn.co.jp http://choseikouikijp/seien.php ＪＲ茂原駅から１０㎞，車で２０分 長生郡市広域市町村圏組合 長南聖苑 0475-46-3525

千葉県 大多喜斎場無相苑 千葉県夷隅郡大多喜町田丁２３８番地 0470-82-3831 0470-82-3831 いすみ鉄道大多喜駅から２Kｍ、車で５分 大多喜町 環境水道課 0470-82-2067

東京都
東京博善株式会社
落合斎場

東京都新宿区上落合３－３４－１２ 03-3361-4042 03-3368-4058 http://www.tokyohakuzen.co.jp/ 東京ﾒﾄﾛ東西線落合駅から徒歩５分 東京博善株式会社 業務課 03-3361-4042

東京都
東京博善株式会社
桐ヶ谷斎場

東京都品川区西五反田５－３２－２０ 03-3491-0213 03-3493-6990 http://www.tokyohakuzen.co.jp/ 東急目黒線不動前駅から徒歩７分 東京博善株式会社 業務課 03-3491-0213

東京都 臨海斎場 東京都大田区東海１－３－１ 03-5755-2833 03-3790-5866 http://www.rinkaisaijo.or.jp/ 東京ﾓﾉﾚｰﾙ流通ｾﾝﾀｰ駅から徒歩１０分 臨海部広域斎場組合 事務局 03-5755-2833

東京都
東京博善株式会社
代々幡斎場

東京都渋谷区西原２－４２－１ 03-3466-1006 03-3466-1651 http://www.tokyohakuzen.co.jp/ 京王新線幡ヶ谷駅から徒歩６分 東京博善株式会社 業務課 03-3466-1006

東京都
東京博善株式会社
堀ノ内斎場

東京都杉並区梅里１－２－２７ 03-3311-2324 03-3311-5599 http://www.tokyohakuzen.co.jp/ 東京ﾒﾄﾛ丸ﾉ内線新高円寺駅から８分 東京博善株式会社 業務課 03-3311-2324

東京都
東京博善株式会社
町屋斎場

東京都荒川区町屋１－２３－４ 03-3892-0311 03-3892-2029 http://www.tokyohakuzen.co.jp/ 京成上野線･東京ﾒﾄﾛ千代田線町屋駅から徒歩５分 東京博善株式会社 業務課 03-3892-0311

東京都 株式会社戸田葬祭場 東京都板橋区舟渡４－１５－１ 03-3966-4241 03-6834-1761 http://www.toda-sousaijyo.co.jp/ JR埼京線浮間舟渡駅から１．５㎞、車で５分 株式会社戸田葬祭場 総務部総務課 03-3966-4241

東京都
東京博善株式会社
四ツ木斎場

東京都葛飾区白鳥２－９－１ 03-3601-0424 03-3604-3946 http://www.tokyohakuzen.co.jp/ 京成上野線お花茶屋駅から徒歩５分 東京博善株式会社 業務課 03-3601-0424

東京都 東京都瑞江葬儀所 東京都江戸川区春江町３－２６－１ 03-3670-0132 03-3670-0388 都営新宿線瑞江駅から徒歩１３分 東京都 瑞江葬儀所管理事務所 03-3670-0131

東京都 八王子市斎場 東京都八王子市山田町１６８１－２ 042-664-5707 042-662-9672 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisetsu/016/index.html 京王高尾線山田駅から徒歩８分 八王子市 市民部斎場事務所 042-664-5707

東京都 立川聖苑 東京都立川市羽衣町３－２０－１８ 042-522-2730 042-521-4846 taks@jcom.zaq.ne.jp http://taks6041.ec-net.jp/ JR西国立駅から５００ｍ、徒歩７分 立川・昭島・国立聖苑組合 事務局 042-522-2730

東京都 青梅市火葬場 東京都青梅市長淵５－７４３ 0428-22-3918 0428-22-3918 JR青梅線青梅駅から３ｋｍ、車で１０分 青梅市 市民部市民課
0428-22-1111
0428-22-3918

東京都 株式会社日華多磨葬祭場 東京都府中市多磨町２－１－１ 042-361-2174 042-369-3071 nikka-tamasousaijyou@eco.ocn.ne.jp http://www.nikka.info/ 西武多摩川線多磨駅から徒歩８分 株式会社日華 業務部現業課 042-369-0549

東京都
府中市立府中の森市民聖
苑

東京都府中市浅間町１－３ 042-367-7788 042-367-3110 http://www.city.fuchu.tokyo.jp/ 京王線東府中駅から７７０ｍ､車で５分 府中市 生活環境部住宅勤労課 042-364-4111

東京都 南多摩斎場 東京都町田市上小山田町２１４７ 042-797-7641 042-797-3421 minamitama.saijou@forest.ocn.ne.jp http://www.minamitama-saijyo.jp/ 京王相模原線南大沢駅から２ｋｍ､車で約６分
一部事務組合（八王子市、町田市、多
摩市、稲城市、日野市）

南多摩斎場組合事務局 042-797-7641



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

東京都 日野市営火葬場 東京都日野市多摩平３－２８－８ 042-583-8888 JR中央線豊田駅から２ｋｍ､車で８分 日野市
受付：市民窓口課
施設管理：環境保全課

042-585-1111

東京都 瑞穂斎場組合 東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２４４ 042-557-0064 042-556-6843 mizuhosaijo@ab.wakwak.com http://www.mizuhosaijo.or.jp/ JR八高線箱根ヶ崎駅から２ｋｍ､車で５分
瑞穂斎場組合（瑞穂町、福生市、羽村
市、武蔵村山市、入間市）

事務局 042-557-0064

東京都
想い出を語るロマンの杜
ひので斎場

東京都西多摩郡日の出町大字平井３０９２ 042-597-2131 042-597-7022 akisai@po.gws.ne.jp http://www.gws.ne.jp/home/akisai/index.htm
JR青梅線東青梅駅から７ｋｍ､車で１５分
JR武蔵五日市線武蔵五日市駅から７ｋｍ､車で１５分

秋川流域斎場組合 秋川流域斎場組合庶務係 042-597-2131

東京都 大島町火葬場 東京都大島町元町字黒ママ 元町港から２ｋｍ 大島町 水道環境課生活環境係 04992-2-1478

東京都 新島火葬場 東京都新島村字道下７７ 04992-5-1110 minsei@niijima.com 新島村役場から３．５Ｋｍ､車で約５分 新島村 民生課民生係 04992-5-0243

東京都 式根島火葬場 東京都新島村式根島８５６－３ 04992-7-0373 minsei@niijima.com 式根島支所から２Ｋｍ､車で３分 新島村 民生課民生係 04992-5-0243

東京都 神津島村火葬場 東京都神津島村字金長 04992-8-1250 kankyoueisei@vill.kouzushima.tokyo.jp 神津島港から車で１０分 神津島村 環境衛生課 04992-8-0011

東京都 三宅村火葬場 東京都三宅村伊ヶ谷53番地5、53番地6、54番地3 04994-5-0423 04994-5-0423 阿古漁港から車で15分 三宅村 地域整備課環境整備係 04994-5-0938

東京都 八丈町火葬場 東京都八丈町三根３４８１ 04996-2-3020 04996-2-3020 八丈島空港から４ｋｍ､車で１０分 八丈町 住民課環境係 04996-2-1123

東京都 小笠原村父島火葬場 東京都小笠原村父島字洲崎 父島 小笠原村 村民課 04998-2-3113

東京都 小笠原村母島火葬場 東京都小笠原村母島字評議平 母島 小笠原村 母島支所庶務係 04998-3-2111

神奈川県 西寺尾火葬場 神奈川県横浜市神奈川区松見町２－４１８ 045-421-0850 045-431-9340 東急東横線「妙蓮寺駅」から０．８ｋｍ徒歩１０分 (株)博善社

神奈川県 横浜市久保山斎場 神奈川県横浜市西区元久保町３番１号 045-231-3060 045-231-5027 kf-kuboyamasaijyo@city.yokohama.jp http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kankyoshisetu/saijou.html
京浜急行「黄金町駅」から１．９㎞、バスで６分、下車後
徒歩６分

横浜市 健康福祉局環境施設課 045-671-2450

神奈川県 横浜市南部斎場 神奈川県横浜市金沢区みず木町１番地 045-785-9411 045-785-9445 kf-nanbusaijyo@city.yokohama.jp http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kankyoshisetu/saijou.html
京浜急行「金沢八景駅」から４．２ｋｍ、バスで１０分、下
車後徒歩１２分

横浜市 健康福祉局環境施設課 045-671-2450

神奈川県 横浜市北部斎場 神奈川県緑区長津田町５１２５番地１ 045-921-5700 045-921-5775 kf-hokubusaijyo@city.yokohama.jp http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kankyoshisetu/saijou.html
ＪＲ「十日市場駅」から４．２ｋｍ、バスで１０分、下車後徒
歩１０分

横浜市 健康福祉局環境施設課 045-671-2450

神奈川県 横浜市戸塚斎場 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘１０番地の５ 045-864-7001 045-881-0894 kf-tothukasaijyo@city.yokohama.jp http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kankyoshisetu/saijou.html ＪＲ「踊場駅」から１ｋｍ、徒歩１５分 横浜市 健康福祉局環境施設課 045-671-2450

神奈川県 かわさき北部斎苑 神奈川県川崎市高津区下作延６丁目１８番１号 044-822-3171 044-813-0510 hokubusaien@kawasaki-sc.or.jp http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000016725.html ＪＲ津田山駅から徒歩７分 川崎市 健康福祉局保健所生活衛生課 044-200-0457

神奈川県 かわさき南部斎苑 神奈川県川崎市川崎区夜光３丁目２番７号 044-277-8146 044-277-8020 nanbusaien@kawasaki-sc.or.jp http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/55-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html ＪＲ川崎駅から４ｋｍ、車で１５分 川崎市 健康福祉局保健所生活衛生課 044-200-0457

神奈川県 相模原市営斎場 神奈川県相模原市南区古淵　５－２６－１ 042-744-3330 042-744-7776 ss_saijyou@bz04.plala.or.jp http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/shikanren/etc/005541.html ＪＲ古淵駅から０．８ｋｍ，車で３分、徒歩１２分 相模原市 市民局区政支援課 042-769-9814

神奈川県 横須賀市立中央斎場 神奈川県横須賀市坂本町６丁目１８番地 046-823-9902 046-823-8954 cf-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp 京浜急行汐入駅から２ｋｍ、車で１０分 横須賀市役所 健康部健康総務課 046-823-3809

神奈川県 平塚市聖苑 神奈川県平塚市田村９丁目２５番２号 0463-55-1075 0463-53-3492 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/todokede/page-c_01502.html
JR平塚駅から約７ｋｍ、バスで約３０分、下車後徒歩１０
分

平塚市 市民部市民課 0463-20-8062

神奈川県 藤沢聖苑 神奈川県藤沢市大鋸１２５１番地 0466-22-2404 0466-24-4335 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoken-i1/kurashi/bochi/saijo/seen/ ＪＲ藤沢駅から３ｋｍ、バスで約１５分、下車後徒歩１分 藤沢市 福祉健康部福祉医療給付課
0466-25-1111
（内線：3127）

神奈川県 小田原市斎場 神奈川県小田原市久野３６６４番地の８ 0465-34-4909 0465-34-4915 shinsaijou@city.odawara.kanagawa.jp http://www.city.odawara.kanagawa.jp/public-i/reien/saijyou/
ＪＲ小田原駅から５ｋｍ、バスで約２７分、下車後徒歩１
分

小田原市 環境部環境保護課 0465-33-1489

神奈川県 茅ヶ崎市斎場 神奈川県茅ヶ崎市芹沢１７００番地 0467-53-1505 0467-53-3433 koide@city.chigasaki.kanagawa.jp http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/tetsuduki/saijo/index.html ＪＲ茅ヶ崎駅から８ｋｍ、車で約２５分 茅ヶ崎市 総務部小出支所 0467-53-1505

神奈川県 （株）誠行社斎場 神奈川県逗子市小坪７丁目１２１６番地１ 0467-22-0136 0467-24-4127 kanribu@zushi-seikousha.co.jp http://www.zushi-seikousha.co.jp/index.shtml ＪＲ逗子駅から１．９ｋｍ、車で約１０分 （株）誠行社 社会福祉課 0467-22-0136

神奈川県 三浦市火葬場 神奈川県三浦市三崎町六合１０１９番地 046-881-2491 046-881-2491
http://www.city.miura.kanagawa.jp/okyakusama/kasouba/kasouba_riyouannai.ht
ml

京浜急行線三崎口駅から４ｋｍ、バスで約１５分、下車
後徒歩１０分

三浦市 市民部市民サービス課
046-882-1111
（内線319）

神奈川県
秦野市伊勢原市環境衛生
組合秦野斎場

神奈川県秦野市曽屋１００６番地 0463-81-2052 0463-83-5933 gyomu@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp/sisetu/gym/sj-top.html
小田急線秦野駅から３．７ｋｍ、バスで約１０分、下車後
徒歩２分

一部事務組合
（秦野市、伊勢原市）

秦野市伊勢原市 環境衛生組合 施設課 0463-82-2502

神奈川県 厚木市斎場 神奈川県厚木市下古沢５４８番地 046-281-8595 046-250-2212 2650@city.atsugi.kanagawa.jp https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shisei/15001/seisaku/saijo/d020402.html 小田急線本厚木駅から５．３ｋｍ、車で２０分 厚木市 市民健康部市民課 046-281-8595

神奈川県 大和斎場 神奈川県大和市西鶴間８丁目１０番８号 046-264-5566 046-264-5564 yamatosaijo@diamondo.broba.cc http://www.yamatosaijo.jp/ 小田急線鶴間駅から１．５ｋｍ、徒歩２０分
一部事務組合
（大和市、海老名市、座間市、綾瀬
市）

広域大和斎場組合事務局
046-262-6646



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
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１１．備考

神奈川県 真鶴聖苑 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴１９１６番地１ 0465-68-6481 0465-68-6481
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/cyouminseikatu/kannkyo/1056
.html

ＪＲ真鶴駅から０．７ｋｍ、徒歩８分 真鶴町 町民生活課 0465-68-1131

神奈川県
愛川町営斎場
愛川聖苑

神奈川県愛川町棚沢９４１番地の１ 046-285-9411 046-285-9414 http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/shisetsu/pub/seien.html
小田急線本厚木駅から１６ｋｍ、バスで約５０分下車後
徒歩３０分

愛川町 民生部住民課 0462-85-2111

新潟県
村上市火葬場
無相院

新潟県村上市大字日下90番地 0254-53-2049 0254-53-2049 JR村上駅から6km､車で15分 村上市 環境課 0254-53-2111

新潟県 荒川郷斎場普照園 新潟県村上市坂町2137番地 0254-62-2042 0254-62-2042 JR坂町駅から2㎞､車で5分 村上市 環境課 0254-53-2111

新潟県 山北町火葬場 新潟県村上市府屋1436番地1 0254-77-3111 0254-77-2217 JR府屋駅から1.5km､車で2分 村上市 環境課 0254-53-2111

新潟県 広域葬斎センター願文院 新潟県新発田市古楯495番地 0254-33-2904 0254-33-0450 gyoumu@shibata-kouiki.jp http://www.inet-shibata.or.jp/~ganmonin/ ＪＲ加治駅から3.7㎞，車で6分 新発田地域広域事務組合
新発田地域広域事務組合事務局
業務課

0254-26-1501

新潟県 阿賀北葬斎場 新潟県阿賀野市下条字千刈70番地1 0250-62-5730 0250-62-5730 agakita@poem.ocn.ne.jp JR水原駅から3㎞､車で5分 阿賀北広域組合 阿賀北広域組合事務局 025-387-2000

新潟県 五泉市斎場 新潟県五泉市赤海２８８７－１４ 0250-48-5261 0250-48-5262 ＪＲ五泉駅から３㎞、車で１０分 五泉市役所 環境保全課 0250-43-3911

新潟県 阿賀町斎場 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬10802 0254-92-4746 JR鹿瀬駅から2㎞,車で10分 阿賀町 町民生活課戸籍町民係 0254-92-5761

新潟県 三条市槻の森斎苑 新潟県三条市月岡3722番地 0256-33-1061 0256-33-1062 JR三条駅から５km､車で15分 三条市役所 市民部市民窓口課 0256-34-5511

新潟県
燕・弥彦総合事務組合斎
場

新潟県燕市吉田吉栄755番地 0256-92-2300 0256-77-6660 kankyou@tysogo.jp http://www.tysogo.jp/saijyou/index.html JR西燕駅から3km､車で10分 燕・弥彦総合事務組合 環境センター業務第1係 0256-93-4704

新潟県
加茂市・田上町消防衛生
保育組合斎場

新潟県南蒲原郡田上町大字川船河1303 0256-52-6487 0256-52-6487 kankyo@city.kamo.niigata.jp JR加茂駅から③Km、車で５分 加茂市・田上町消防衛生保育組合
加茂市・田上町消防衛生保育組合事務
局

0256-52-0080

新潟県 長岡市斎場 新潟県長岡市鉢伏町1815番地 0258-32-1858 0258-32-1865 nagaoka@fuji-kasouro.co.jp http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life04/saizyou.html JR長岡駅から5km､車で15分 長岡市役所 市民協働推進部市民課 0258-39-2019

新潟県 長岡市小国斎場 新潟県長岡市小国町法坂576番地1 0258-95-2214 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life04/saizyou.html JR塚山駅から6.5km､車で10分 長岡市役所 小国支所市民生活課 0258-95-5900

新潟県 長岡市与板無憂苑斎場 新潟県長岡市与板町本与板2669番地1 0258-72-2495 0258-72-2495 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life04/saizyou.html JR小島谷駅から4km､車で10分 長岡市役所 与板支所市民生活課 0258-72-3160

新潟県 長岡市寺泊斎場 新潟県長岡市寺泊吉20番地 0258-75-5497 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life04/saizyou.html JR寺泊駅から5km､車で10分 長岡市役所 寺泊支所市民生活課 0258-75-3113

新潟県 長岡市栃尾斎場 新潟県長岡市金沢1039番地 0258-86-0983 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life04/saizyou.html JR長岡駅から18km､車で30分 長岡市役所 栃尾支所市民生活課 0258-52-5835

新潟県 長岡市川口斎場 新潟県長岡市川口和南津2402番地3 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life04/saizyou.html JR越後川口駅から4㎞,車で10分 長岡市役所 川口支所市民生活課 0258-89-3112

新潟県 西山斎場 新潟県小千谷市大字時水581番地 0258-82-3065 0258-82-3065 shimin-ke@city.ojiya.niigata.jp JR小千谷駅から5Km､車で10分 小千谷市役所 市民生活課 0258-83-3509

新潟県 見附市斎場 新潟県見附市本町3丁目671番地2 0258-62-2405 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/6578.htm JR見附駅から3Km､車で10分 見附市役所 市民生活課 0258-62-1700

新潟県 魚沼市斎場 新潟県魚沼市池平396番地1 025-792-2106 025-793-7580 JR小出駅から車で10分 魚沼市 市民福祉部生活環境課 025-792-9766

新潟県 魚沼市入広瀬火葬場 新潟県魚沼市穴沢1610番地4 JR小出駅から車で40分 魚沼市 市民福祉部生活環境課 025-792-9766

新潟県 南魚沼市斎場 新潟県南魚沼市思川５７６番地１ 025-782-0516 025-782-0883 http://www.minamiuonumashi-saijo.jp/ JR塩沢駅から２．１ｋｍ､車で５分 南魚沼市役所 環境交通課 025-773-6666

新潟県 十日町市斎場 新潟県十日町市南鐙坂１８４２番地９ 025-757-5213 025-757-6533 http://www.city.tokamachi.lg.jp/life_event/L008/1454072157076.html ＪＲ十日町駅から７㎞，車で１０分 十日町市 環境エネルギー部　環境衛生課 025-752-3924

新潟県
津南地域衛生施設組合
津南斎場

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊1847-1 025-765-4840 025-765-4840 clean-tu@theia.ocn.ne.jp JR津南駅から2km.､車で5分 津南地域衛生施設組合 津南地域衛生施設組合事務局 025-765-3495

火葬場にもFAX兼用電話は有
るが、災害時でも事務局へ連
絡。（電話）025-765-3495
（FAX）025-765-5188

新潟県 柏崎市斎場 新潟県柏崎市大字安田4184番地 0257-23-3342 0257-23-3405 shimin@city.kashiwazaki.lg.jp
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/jkiroku/shisetsu/annai/shi-ken-
kuni/shisetsu025.html

JR安田駅から2.3㎞,車で7分 柏崎市 市民生活部市民課 0257-21-2200

新潟県 上越斎場 新潟県上越市大字居多776番地 025-543-2634 025-545-0909 kenkou@city.joetsu.lg.jp https://www.city.joetsu.niigata.jp/ 越後トキめき鉄道 直江津駅から2.5㎞､車で10分 上越市役所 健康福祉部健康づくり推進課 025-526-5111

新潟県 頸北斎場 新潟県上越市柿崎区柿崎10496番地1 025-536-6096 025-536-6096 kenkou@city.joetsu.lg.jp https://www.city.joetsu.niigata.jp/ JR柿崎駅から3㎞､車で6分 上越市役所 健康福祉部健康づくり推進課 025-526-5111

新潟県 妙高市経塚斎場 新潟県妙高市小出雲2805 0255-72-3579 0255-72-9329 JR新井駅から2km､車で5分 妙高市役所 環境生活課 0255-74-0031

新潟県 糸魚川市斎場 新潟県糸魚川市大字一ノ宮770番地 025-552-0797 025-552-0797 itoigawagorin@jeans.ocn.ne.jp ＪＲ糸魚川駅から約２㎞、車で約10分 糸魚川市役所 市民部環境生活課 025-552-1511
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新潟県 能生火葬場 新潟県糸魚川市大字鶉石74番地 025-566-5181 itoigawagorin@jeans.ocn.ne.jp JR能生駅から約２㎞、車で約5分 糸魚川市役所 市民部環境生活課 025-552-1511

新潟県 青山斎場 新潟県佐渡市吾潟225番地2 0259-27-4444 0259-27-4444 u-sisetsukanri@city.sado.niigata.jp 両津港から3km,車で10分 佐渡市役所 環境対策課 0259-63-3113

新潟県 相川斎場 新潟県佐渡市相川鹿伏68番地1 0259-74-3463 u-sisetsukanri@city.sado.niigata.jp 両津港から24km,車で45分 佐渡市役所 環境対策課 0259-63-3113

新潟県 永安館 新潟県佐渡市真野新町568番地1 0259-55-2640 0259-55-2640 u-sisetsukanri@city.sado.niigata.jp 両津港から19km,車で40分 佐渡市役所 環境対策課 0259-63-3113

新潟県 新潟市亀田斎場 新潟県新潟市江南区元町5丁目3番4号 025-382-9400 025-382-9400 http://www.city.niigata.lg.jp/ JR亀田駅から約2.3㎞,車で10分 新潟市役所 江南区区民生活課 025-382-4254

新潟県 新潟市新津斎場 新潟県新潟市秋葉区古田ﾉ内大野開33番地4 0250-22-0849 0250-47-6545 http://www.city.niigata.lg.jp/ JR新津駅から2㎞,車で5分 新潟市役所 秋葉区区民生活課 0250-25-5678

新潟県 新潟市白根斎場 新潟県新潟市南区鍋潟638番地1 025-372-3702 025-372-3553 http://www.city.niigata.lg.jp/ JR矢代田駅から約6.2㎞,車で15分 新潟市役所 南区区民生活課 025-372-6145

新潟県 新潟市青山斎場 新潟県新潟市西区青山1436番地1209 025-266-2370 025-266-2373 http://www.city.niigata.lg.jp/ JR新潟駅から6km､車で25分 新潟市役所 保健衛生部保健所環境衛生課 025-212-8263

新潟県 新潟市巻斎場（妙有院） 新潟県新潟市西蒲区和納5770番地 0256-72-3342 0256-72-3342 http://www.city.niigata.lg.jp/ JR岩室駅から1.5㎞,徒歩20分 新潟市役所 西蒲区区民生活課 0256-72-8312

富山県 富山市斎場 富山県富山市西番135番地 076-425-4081 076-425-4100 toyamareien-01@city.toyama.lg.jp
富山地方鉄道不二越･上滝線南富山駅から10km､車で
25分

富山市 環境部環境保全課 076-443-2086

富山県 北部斎場 富山県富山市岩瀬池田町71番地 076-438-1701 076-438-1701 toyamareien-01@city.toyama.lg.jp 富山ﾗｲﾄﾚｰﾙ富山港線東岩瀬駅から1km 富山市 環境部環境保全課 076-443-2086

富山県 大沢野斎場 富山県富山市坂本3038-1 076-467-1181 076-467-1181 toyamareien-01@city.toyama.lg.jp JR笹津駅から5km､車で 15分 富山市 環境部環境保全課 076-443-2086

富山県 婦負斎場 富山県富山市八尾町三田77番地 076-455-1753 076-455-1753 toyamareien-01@city.toyama.lg.jp JR越中八尾駅から5.4km､車で12分 富山市 環境部環境保全課 076-443-2086

富山県 高岡斎場 富山県高岡市ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ１番地 0766-62-0011 0766-62-1222 saijyou@city.takaoka.lg.jp
http://www.city.takaoka.toyama.jp/chian/kurashi/bochi/takaoka/riyo/index.ht
ml

ＪＲ城端線戸出駅からﾀｸｼｰ利用約１０分 高岡市 地域安全課 0766-20-1351

富山県 氷見斎場 富山県氷見市北八代字東原118番地 0766-72-1042 0766-72-1042 JR氷見駅から7km､車で 15分 氷見市 市民部環境防犯課 0766-74-8065

富山県 滑川市火葬場 富山県滑川市下島６３９番地 076-475-0556 076-475-0556 富山地方鉄道中滑川駅から約１km､車で５分 滑川市 産業民生部生活環境課 076-475-2111

富山県 砺波市斎場 富山県砺波市徳万52-1 0763-37-1089 0763-33-1089 JR砺波駅から9km､車で15分 砺波市 福祉市民部生活環境課
0763-33-
1111(142)

富山県 小矢部市斎場 富山県小矢部市田川字城ｹ嶺15番地 0766-67-2629 0766-67-2629 http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/shisetsu/1458354860405.html あいの風とやま鉄道石動駅から7km､車で 15分 小矢部市 民生部生活環境課 0766-67-1760

富山県 南砺市上平斎場 富山県南砺市真木243番地 0763-67-3818 東海北陸自動車道五箇山ICから2km､車で5分 南砺市 市民協働部市民生活課 0763-23-2035

富山県 南砺市福野斎場「紫苑」 富山県南砺市柴田屋830番地 0763-22-2842 0763-22-2866 JR福野駅から2㎞､車で5分 南砺市 市民協働部市民生活課 0763-23-2035

富山県 南砺市福光斎場 富山県南砺市小坂152番地1 0763-52-3044 0763-52-3211 JR福光駅から3km､車で10分 南砺市 市民協働部市民生活課 0763-23-2035

富山県 射水市斎場 富山県射水市寺塚原904番地 0766-82-8476 0766-82-8476 JR越中大門駅から2.2㎞,車で10分 射水市 市民生活部環境課 0766-51-6624

富山県 上市町斎場 富山県中新川郡上市町東種23番地の1 076-472-2349 076-472-2349 富山地方鉄道上市駅から約20km､車で10分 上市町 町民課 076-472-1111

富山県
新川広域圏事務組合
西部斎場

富山県魚津市大字北鬼江村字峠1-86 0765-24-9615 0765-24-9612 JR魚津駅から約6Km､車で約12分
新川広域圏事務組合
（魚津市、黒部市）

新川広域圏事務組合　業務課 0765-23-1074

富山県
新川広域圏事務組合
東部斎場

富山県新川郡朝日町三枚橋2354 0765-83-2972 0765-83-2972 JR泊駅から約3km､車で約6分
新川広域圏事務組合
（入善町、朝日町）

新川広域圏事務組合　業務課 0765-23-1074

石川県 金沢市東斎場 石川県金沢市鳴和台360番地 076-251-6565 076-251-6584 JR金沢駅から3km､車で10分 金沢市役所 市民局市民課生活衛生室 076-220-2228

石川県 金沢市南斎場 石川県金沢市西泉6丁目64番地 076-245-9680 076-245-9684 北鉄電鉄西泉駅から700m,徒歩9分 金沢市役所 市民局市民課生活衛生室 076-220-2228

石川県 ななか斎場 石川県七尾市白馬町ﾊ部4番地1 0767-57-2042 0767-57-2645 nanaka-saijyo@chime.ocn.ne.jp JR七尾線徳田駅から2㎞,車で5分 七尾市役所
市民生活部環境課ななかリサイクルセ
ンター

0767-68-3200

石川県 小松加賀斎場 石川県小松市日末町ﾒ16番地1 0761-46-5600 0761-46-5690 sazanami@city.komatsu.lg.jp http://www.komakaga.jp/funeral/ JR小松駅から7.6㎞,車で20分 小松加賀環境衛生事務組合 事務局 0761-23-5300

石川県 やすらぎの杜 石川県輪島市三井町新保ﾚ字4番地1 0768-23-4194 0768-23-4199 yasuraginomori@yasuragino-mori.jp http://www.waanakankyo.jp/ のと里山海道此木ICから7km､車で15分 輪島市穴水町環境衛生施設組合 事務局管理課 0768-42-1112
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石川県 珠洲市営斎場 石川県珠洲市蛸島町ﾃ部79番地 0768-82-0571 0768-82-0571 kankyo@city.suzu.lg.jp http://www.city.suzu.ishikawa.jp/seikatukankyo/saijou.html のと鉄道穴水駅から50㎞,車で50分 珠洲市役所 生活環境課 0768-82-7743

石川県 羽咋斎場 石川県羽咋市千里浜町ｦ1番地 0767-22-0420 0767-22-0420 hozen@hakuikouiki.jp のと里山街道千里浜ｲﾝﾀｰから0.8km､車で2分 羽咋郡市広域圏事務組合 環境保全課 0767-27-1153

石川県 白山市松任斎場 石川県白山市徳丸町8番地 076-276-1342 076-276-1370 JR北陸本線松任駅から1.2㎞ 車で5分 白山市役所 市民生活部環境課 076-274-9538

石川県 白山郷斎場 石川県白山市瀬木野町２５８ 076-272-0517 076-272-0517 kouiki@asagaotv.ne.jp 北陸鉄道石川線鶴来駅から７ＫＭ､車で約１０分 白山野々市広域事務組合 事務局総務課 076-274-9585

石川県 手取郷斎場 石川県能美市浜町ﾀ158-26 0761-55-0512 0761-55-5462 tedori@helen.ocn.ne.jp http://www4.nsk.ne.jp/tedorigo1059/ JR北陸本線寺井駅から2.5km､車で10分 手取郷広域事務組合 手取郷広域事務組合　　事務局 0761-55-5445

石川県 河北斎場 石川県河北郡内灘町西荒屋へ71-1 076-286-4777 076-286-5888 saijyou@kahokukouiki.jp JR北陸本線金沢駅から13km､車で30分 河北郡市広域事務組合 河北郡市広域事務組合企画課

076-288-4545
（組合事務局）
076‐286‐4777
（斎場）

石川県 志賀斎場 石川県羽咋郡志賀町末吉寅109番地 0767-32-0238 0767-32-0238 志賀町役場から1.2km､車で5分 羽咋郡市広域圏事務組合 環境保全課 0767-27-1153

石川県 能登三郷斎場 石川県鳳珠郡能登町字藤ﾉ瀬ﾆ1-30-1 0768-62-4600 0768-62-4602 能登空港から車で30分 能登町 住民課 0768-62-8507

福井県 福井市聖苑 福井県福井市安田町第１１号１番地 0776-98-7888 0776-98-5881 seien@houbisya.co.jp http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/eisei/boti/002004.html JR福井駅から8㎞,車で20分 福井市役所
福祉保健部保健衛生局
健康管理センター

0776-28-1256

福井県 敦賀斎苑 福井県敦賀市金山３号１番１ 0770-22-5257 0770-22-5257 saien@ton21.ne.jp http://www.city.tsuruga.lg.jp/index.html
ＪＲ敦賀駅から10㎞，車で20分
JR粟野駅から3km,車で９分

敦賀市役所 市民生活部環境廃棄物対策課 0770-22-8121

福井県 若狭霊場 福井県小浜市青井17-1-1 0770-52-0087 JR小浜駅から4㎞､車で10分 小浜市役所 民生部環境衛生課 0770-64-6016

福井県 大野市営葬斎場 福井県大野市牛ヶ原16号7番地 080-8693-8794 JR越美北線牛ヶ原駅から1km 徒歩10分 大野市役所 民生環境部市民生活課 0779-66-1111

福井県 勝山市和みの杜 福井県勝山市昭和町2丁目9番1号 0779-88-0477 えちぜん鉄道勝山駅から 2.6km､車で5分 勝山市役所 総務部　市民・環境・税務課 0779-88-8104

福井県 鯖江葬斎場 福井県鯖江市三尾野出作町第1号1番地 0778-51-4049 0778-51-3174 ＪＲ北鯖江駅から約4.5㎞，車で15分 鯖江広域衛生施設組合 管理課 078-51-2406

福井県 越前市斎場 福井県越前市春日野町第１０５号１１番地 0778-23-3960 0778-23-3960 http://www.city.echizen.lg.jp/office/050/130010/saijyo/saijyo.html JR武生駅から７ｋｍ､車で１５分 越前市役所 市民福祉部市民課 0778-22-3001

福井県 坂井市赤坂聖苑 福井県坂井市丸岡町赤坂第３号１０番地 0776-67-5300 0776-67-5400 JR丸岡駅から７km,車で１５分 坂井市役所 市民福祉部市民生活課 0776-50-3030

福井県 代官山斎苑 福井県坂井市三国町池上第87号17番地 0776-81-9777 soumu@union.sakai-kaigo.lg.jp http://www.kouiki.sakai.fukui.jp/daikanyama/ JR芦原温泉駅から8km,車で15分 坂井地区広域連合 総務課 0776-91-3308

福井県 池田町葬斎場 福井県今立郡池田町藪田４６－２ 0778-44-6393 池田町役場から約１ｋｍ 池田町役場 住民税務課 0778-44-8001

福井県 今庄斎場 福井県南条郡南越前町今庄20-4 0778-45-0129 JR今庄駅から1km,車で3分 南越前町役場 今庄事務所 0778-45-1111

福井県 美浜斎苑 福井県三方郡美浜町和田第27号19番地の2 0770-32-2702 0770-32-2702 jumin-k@town.fukui-mihama.lg.jp http://www.town.mihama.fukui.jp/www/info/detail.jsp?id=101 JR小浜線美浜駅から約3km、車で5分 美浜町役場 住民環境課
代0770-32-1111
直0770-32-6703

福井県 高浜斎苑 福井県大飯郡高浜町宮崎29-11 0770-72-2979 JR高浜駅から2km､車で5分 高浜町役場 住民生活課 0770-72-7703

福井県 若狭町斎場 福井県三方上中郡若狭町北前川64-4-61 0770-45-1701 0770-45-1705 ＪＲ三方駅から１㎞，車で５分 若狭町 環境安全課 0770-45-9126

山梨県 甲府市斎場 山梨県甲府市古府中町5079-6 055-252-7137 055-252-7137 imkansen@city.kofu.lg.jp http://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kurashi/bochi/saijo.html JR甲府駅から2km,車で10分 甲府市役所 福祉保健部医務感染症課 055-237-2587

山梨県
東八代広域行政事務組合
東八聖苑

山梨県甲府市右左口町3016-1 055-240-1101 055-240-1103 JR東花輪駅から8㎞,車で20分
東八代広域行政事務組合（笛吹市、
甲府市、中央市）

総務課 055-262-0003

山梨県
都留市火葬場
ゆうきゅうの丘つる

山梨県都留市下谷2923 0554-45-0065 富士急行線赤坂駅から1㎞,徒歩15分 都留市役所 市民部地域環境課 0554-43-1111

山梨県
東山梨行政事務組合
東山聖苑

山梨県山梨市小原西５６２番地 0553-20-8130 0553-22-6821 tosan-seien@ey119.jp http://www.ey119.jp JR山梨市駅から約２㎞　車で６分 東山梨行政事務組合 総務課 0553-32-5021

山梨県 大月市火葬場 山梨県大月市大月町花咲1569 0554-22-0653 JR大月駅から1.5km,車で5分 大月市役所 市民生活部市民課 0554-23-8023

山梨県 韮崎市営火葬場 山梨県韮崎市富士見ヶ丘１丁目４－３５ 0551-22-1807 0551-22-1807 https://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2017022800028/ JR韮崎駅から１㎞,徒歩１０分 韮崎市役所 市民生活課 0551-22-1111



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

山梨県
三郡衛生組合火葬場
ふじかわ聖苑

山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市東南湖2165 055-284-6375 055-283-0371 http://www.fujikawaseien.jp JR市川大門駅から5㎞,車で15分
三郡衛生組合＜南アルプス市・中央
市（旧　豊富村除く）・富士川町・市川
三郷町（旧　六郷町除く）・昭和町＞

ふじかわ聖苑 055-284-6375

山梨県 北の杜聖苑 山梨県北杜市高根町下黒沢378-6 0551-46-1010 0551-47-2968
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/komoku/kurashi/fukushi_kaigo/sonota/13
06142219-46.html

中央高速道路須玉ICから3.5km,車で10分 北杜市役所 福祉部福祉課 0551-42-1334

山梨県 甲斐市やすらぎ聖苑 山梨県甲斐市大垈２３２１－２ 0551-28-8114 0551-28-8129 shiminseikatsu@city.kai.yamanashi.jp
https://www.city.kai.yamanashi.jp/soshikinogoannai/shiminkatsudoshienka/shi
minseikatsugakari/1_1/750.html

JR塩崎駅から3.3km、車で10分 甲斐市役所 生活環境部市民活動支援課 055-278-1704

山梨県 上野原市葬斎場 山梨県上野原市上野原3360 0554-62-5573 https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/seikatsukankyo/sousaijo.html JR上野原駅から2㎞,車で10分 上野原市役所 市民部生活環境課 0554-62-3114

山梨県 峡南衛生組合峡南斎場 山梨県西八代郡市川三郷町鴨狩津向1387番地 0556-42-2207 0556-42-2264 eisei.mochizuki@kyonan-eisei.jp http://www.kyonan-eisei.jp JR甲斐岩間駅から3.8ｋｍ車で10分 峡南衛生組合 事務局 0556-42-2207

山梨県
峡南衛生組合
南部アルカディア聖苑

山梨県南巨摩郡南部町大和1633番地1 0556-64-1033 0556-64-5011 eisei.mochizuki@kyonan-eisei.jp http://www.kyonan-eisei.jp JR内船駅から2ｋｍ車で5分 峡南衛生組合 事務局 0556-42-2207

山梨県 富士五湖聖苑 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 0555-20-9300 0555-20-9302 gokoseien@mfi.or.jp http://fujigoko-databank.jp 富士急行線　河口湖駅から2.4km　車で15分 富士五湖広域　　行政事務組合 振興課 0555-23-5270

長野県 長野市犀峡斎場 長野市信州新町新町１２９１－１ 026-262-4469 026-262-4469 http://www.city.nagano.nagano.jp ＪＲ長野駅から２５㎞、車で４０分 長野市役所 地域・市民生活部市民窓口課 026-224-6428

長野県 長野市大峰斎場 長野市大字長野箱清水１６１２－１ 026-232-4241 026-232-4251 saijou@oomine-saijou.jp http://www.city.nagano.nagano.jp ＪＲ長野駅から８㎞、車で３０分 長野市役所 地域・市民生活部市民窓口課 026-224-6428

長野県 長野市松代斎場 長野市松代町東寺尾３３３３－１ 026-278-6600 026-278-6641 saijou@matsushiro-saijou.jp http://www.city.nagano.nagano.jp ＪＲ長野駅から８㎞、車で２０分 長野市役所 地域・市民生活部市民窓口課 026-224-6428

長野県
北信斎場
たびだちの森

中野市大字豊津３８５４－１ 0269-38-1770 0269-38-2370 j-hokuei@bz01.plala.or.jp http://hokushin-eisei.jp/ ＪＲ飯山線替佐駅から約３．５㎞、車で５分 北信保健衛生施設組合 北信保健衛生施設組合 0269-38-5060

長野県 松本市営葬祭センター 松本市蟻ヶ崎４－１０－１ 0263-32-1356 0263-32-1123 matsumoto1@fuji-kasouro.co.jp
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/tetuduki/sibou/sousai/gaiyou.ht
ml

ＪＲ篠ノ井線松本駅から２．２㎞、車で５分 松本市役所 環境部環境保全課 0263-34-3043

長野県
上田地域広域連合大星斎
場

上田市上田２５４８－２ 0268-22-0983 0268-24-0983 webmaster@area.ueda.nagano.jp しなの鉄道上田駅から３㎞、車で１０分 上田地域広域連合 清浄園 0268-22-2339

長野県
上田地域広域連合依田窪
斎場

上田市上丸子５７－１ 0268-42-4851 0268-43-4909 maruko-cc@area.ueda.nagano.jp しなの鉄道大屋駅から８㎞、車で１５分 上田地域広域連合 丸子クリーンセンター 0268-43-2131

長野県 湖北火葬場 岡谷市長地片間町１－５－２８ 0266-22-2014 0266-22-2014 shimin@city.okaya.lg.jp ＪＲ中央本線岡谷駅から約３㎞、車で１０分 湖北行政事務組合
湖北行政事務組合
（岡谷市役所市民環境課内）

0266-23-4811 内
1166

長野県 飯田市斎苑 飯田市今宮町４－５４８１－１ 0265-23-5863 0265-23-5864 iidashi-saien@adagio.ocn.ne.jp https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/5/saien.html ＪＲ飯田線飯田駅から２㎞、車で５分 飯田市役所 市民協働環境部環境課環境衛生係
0265-22-4511 内
5462

長野県 松川苑 須坂市大字日滝字丹波塚４４７６ 026-245-2268 026-246-4054 長野電鉄須坂駅から６㎞、車で１０分 須高行政事務組合 須高行政事務組合 026-245-1173

長野県 佐久平斎場 佐久市長土呂８７５－１ 0267-88-8321 0267-88-8322 saijyou@areasaku.or.jp ＪＲ佐久平駅から３㎞、車で５分 佐久市役所 佐久広域連合 0267-62-7721

長野県 伊那市営火葬場 伊那市山寺３０１４番地２ 0265-72-4749 0265-72-4749 sei@city.ina.lg.jp ＪＲ飯田線伊那市駅から北西へ２．３㎞、車で５分 伊那市役所 市民生活部生活環境課
0265-78-4111
内線2215

長野県 長谷火葬場「精香斎苑」 伊那市長谷市野瀬２５１７番地３ 0265-98-3090 sei@city.ina.lg.jp ＪＲ飯田線伊那市駅から２８㎞、車で３０分 伊那市役所 市民生活部生活環境課
0265-78-4111
内線2214

長野県 伊南行政組合伊南聖苑 駒ヶ根市赤穂１４６７９－１ 0265-82-5985 0265-82-5991 inanjimu@juno.ocn.ne.jp http://inangyousei.org/ ＪＲ飯田線駒ヶ根駅から１．５㎞、車で５分 伊南行政組合 伊南行政組合 0265-82-8003

長野県 北アルプス広域葬祭場 大町市大町８２９３－１ 0261-21-4131 0261-21-4132 kitaalps@kita-alps.omachi.nagano.jp http://www.kita-alps.omachi.nagano.jp/ ＪＲ大糸線信濃大町駅から７㎞、車で１５分 北アルプス広域連合 北アルプス広域連合総務課総務係 0261-22-6764

長野県 みゆき野斎苑 飯山市大字飯山６０２７ 0269-62-3042 0269-62-1977 http://www.miy.janis.or.jp/~gaku-1/ ＪＲ飯山線飯山駅から４㎞、車で８分 岳北広域行政組合 岳北広域行政組合衛生管理係 0269-62-2781

長野県 静香苑 茅野市宮川６４７－１ 0266-72-5150 0266-72-5150 shimin@city.chino.lg.jp ＪＲ中央東線茅野駅から５㎞、車で１０分 諏訪南行政事務組合 諏訪南行政事務組合
0266-72-210  1
内線254

長野県 塩尻市斎場 塩尻市大字塩尻町１２１２ 0263-52-4842 0263-52-4842 ＪＲ中央本線塩尻駅から４㎞、車で１０分 塩尻市役所 市民生活事業部生活環境課 0263-52-0744

長野県 広域豊科葬祭センター 安曇野市豊科田沢７８８１－１ 0263-72-5652 0263-72-9445 info@a-kouiki.or.jp http://www.a-kouiki.or.jp ＪＲ篠ノ井線田沢駅から７ｋｍ、車で１２分 安曇野松筑広域環境施設組合 安曇野松筑広域環境施設組合 0263-72-5652

長野県 阿南斎場 下伊那郡阿南町東條３７２ 0260-22-3040 ＪＲ飯田線温田駅から４㎞、車で８分 下伊那南部総合事務組合 下伊那南部総合事務組合 0260-22-4054

長野県 西部衛生センター火葬場 下伊那郡阿智村智里４９６－５ 0265-43-2389
cleanhillseibu@bz01.plala.or.jp
seibueisei@vill.achi.lg.jp

ＪＲ飯田線飯田駅から２５㎞、車で３０分
下伊那郡西部衛生施設組合
（阿智村・平谷村）

下伊那郡西部衛生施設組合
0265-43-2220
0265-45-1280



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

長野県 木曽葬斎センター緑聖苑 木曽郡上松町大字上松１０８５ 0264-52-3139 0264-52-5130 kankyou-c@kisoji.com http://www.kisoji.com/kisokoiki/ ＪＲ中央本線上松駅から５．５㎞、車で１０分 木曽広域連合 環境センター 0264-52-2530

長野県 池田松川葬祭センター 北安曇郡池田町大字池田３３９９番地１ 0261-62-2490 ＪＲ大糸線信濃松川駅から５㎞、車で１５分 池田松川施設組合 池田松川施設組合
0261-62-3131
内142
0261-62-6222

長野県 葛尾組合（葛尾苑） 埴科郡坂城町大字中之条１８５０ 0268-82-2349 0268-82-1204 kumiai@katsurao.net しなの鉄道テクノさかき駅から２．５㎞、車で７分 葛尾組合 葛尾組合 0268-82-2349

長野県 小川村火葬場 上水内郡小川村大字高府１０２３１－１ 026-269-2323 026-269-3578 juumin@vill.nagano-ogawa.lg.jp ＪＲ長野駅から２３㎞、車で４０分 小川村 小川村役場 026-269-2323

長野県
下伊那北部火葬場
「五稜の森」

下伊那郡高森町吉田２７７０番地１ 0265-48-5190 0265-48-5196 goryou-mori@abelia.ocn.ne.jp ＪＲ飯田線市田駅から車で１５分 下伊那北部総合事務組合 下伊那北部総合事務組合 0265-48-5190

岐阜県 岐阜市斎苑 岐阜県岐阜市上加納山4717-4 058-245-0228 058-240-5740 saien@city.gifu.gifu.jp http://www.city.gifu.lg.jp/2972.htm JR岐阜駅から3km 車で10分 岐阜市役所 岐阜市斎苑 058-245-0228

岐阜県 大垣市鶴見斎場 岐阜県大垣市鶴見町581 0584-78-4602 JR大垣駅から3km､車で10分 大垣市役所 環境衛生課 0584-81-4111

岐阜県 大垣市勝山斎場 岐阜県大垣市赤坂町745-1 0584-71-3410 JR美濃赤坂駅から500m､車で5分 大垣市役所 環境衛生課 0584-81-4111

岐阜県 大垣市かみいしづ斎場 岐阜県大垣市上石津町前ヶ瀬684 0584-45-2269 0584-45-2269 JR関ヶ原駅から15km､車で30分 大垣市役所 環境衛生課 0584-81-4111

岐阜県 高山市営火葬場 岐阜県高山市西洞町１３１番地 0577-32-1472 0577-32-1472 http://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000028/1001441.html ＪＲ高山駅から１．５㎞､車で８分 高山市役所 市民保健部火葬場建設推進室 0577-57-7755

岐阜県 高山市営久々野火葬場 岐阜県高山市久々野町無数河４１８５番地 0577-52-2174 0577-52-2174 http://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000028/1001443.html ＪＲ久々野駅から１．５㎞､車で５分 高山市役所 市民保健部火葬場建設推進室 0577-57-7755

岐阜県 高山市営荘川火葬場 岐阜県高山市荘川町新渕７０４番地 05769-2-3069 http://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000028/1001442.html ＪＲ高山駅から４４㎞､車で５０分 高山市役所 市民保健部火葬場建設推進室 0577-57-7755

岐阜県
多治見市火葬場
華立やすらぎの杜

岐阜県多治見市大藪町249番地 0572-27-1151 0572-27-1152 tajimishi-kasoujyou@ob.aitai.ne.jp http://www.ob.aitai.ne.jp/～tajimishi-kasoujyou/ ＪR姫駅から２．２㎞，車で７分 多治見市役所 環境文化部環境課 0572-22-1580

岐阜県 関市総合斎苑わかくさ 岐阜県関市西本郷通5-1-11 0575-21-6611 0575-21-6612 kankyo＠city.seki.lg.jp http://www.city.seki.gifu.jp/info/ kankyo_eisei/saien.htm, 長良川鉄道関駅から東1.5Km､車で5分 関市役所 市民環境部環境課 0575-21-6611

岐阜県 岐北斎苑 岐阜県関市宇多院875-1 0575-46-3912 0575-46-3913 JR岐阜駅から18km､車で30分 岐北衛生施設利用組合 組合事務局庶務係 0581-52-1348

岐阜県 中津川市斎場 岐阜県中津川市中津川883-114 0573-66-6502 0573-66-6502 JR中津川駅から5km､車で10分 中津川市役所 環境施設建設推進室 0573-66-1111

岐阜県 坂下火葬場 岐阜県中津川市坂下94-9 JR坂下駅から500m､徒歩10分 中津川市役所 環境施設建設推進室 0573-66-1111

岐阜県 付知火葬場 岐阜県中津川市付知町6733-2 JR中津川駅から26km､車で35分 中津川市役所 環境施設建設推進室 0573-66-1111

岐阜県 美濃市斎場やすらぎの丘 岐阜県美濃市乙女坂1718 0575-33-4648 0575-33-4648 長良川鉄道梅山駅から徒歩２分 美濃市役所 市民生活課 0575-33-1122

岐阜県 瑞浪市斎場 岐阜県瑞浪市山田町166-1 0572-68-3666 0572-68-3666 mizunamisaijyo@ob.aitai.ne.jp http://www.city.mizunami.gifu.jp/life/procedure/0305_saijyou JR瑞浪駅から車で5分 瑞浪市役所 経済部環境課 0572-68-9806

岐阜県 羽島市営斎場 岐阜県羽島市竹鼻町1049-1 058-392-2941 058-392-2950 http://www.city.hashima.lg.jp/0000008404.html 羽島市役所から徒歩20分 羽島市役所 環境部環境事業課 058-392-1162

岐阜県 えな斎苑 岐阜県恵那市東野2201-158 0573-20-2202 0573-20-2203 JR恵那駅から5.5㎞、車で10分 恵那市役所 環境課 0573-26-2111

岐阜県 可茂聖苑 岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋37番地7 0574-26-2622 0574-28-1493 keiei@kamoeisei.jp https://kamoseien.jp/
長良川鉄道前平公園駅から約1km徒歩15分
ＪＲ美濃太田駅北口から約3㎞車で10分

可茂衛生施設利用組合　(一部事務
組合構成市町＝美濃加茂市,可児市,
坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津
町,御嵩町）

業務課　施設３係

0574-65-4111
(組合代表）

0574-27-1604
（担当係直通）

岐阜県 土岐市斎苑　美しが峰 岐阜県土岐市肥田町浅野1100番地の1 0572-55-3342 0572-55-6642 JR土岐市駅から2.7㎞,車で10分 土岐市役所 市民生活部生活環境課 0572-54-1111

岐阜県 瞑想の森　市営斎場 岐阜県各務原市那加扇平２－５ 058-382-6012 058-382-7130 meisounomori@ip.mirai.ne.jp
ＪＲ高山線那加駅から北へ。２．２ｋｍ、車で５分から１０
分。

各務原市役所 市民生活部環境室環境政策課 058-383-4231

岐阜県 瑞穂市火葬場 岐阜県瑞穂市別府2620番地1 058-326-6614 058-326-6614 JR穂積駅から4㎞,車で10分 瑞穂市役所 市民部市民課 058-327-4113

岐阜県 光明苑 岐阜県飛騨市古川町宮城町５１１ 0577-73-4842 0577-73-4842 JR古川駅から３ｋｍ､車で５分 飛騨市 環境水道部環境課 0577-73-7482

岐阜県 松ヶ丘公園斎場 岐阜県飛騨市神岡町麻生野７１８－３ 0578-82-0959 JR古川駅から３０ｋｍ､車で４０分 飛騨市 環境水道部環境課 0577-73-7482

岐阜県 郡上市南部斎苑 岐阜県郡上市八幡町初納６８６番地２５ 0575-65-2822 0575-65-2822 郡上市八幡庁舎から４km､車で１０分 郡上市役所 総務部市民課 0575-67-1816
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岐阜県 大和斎場 岐阜県郡上市大和町万場３１８９番地３ 0575-88-4912 郡上市大和庁舎から３．５km､車で１０分 郡上市役所 総務部市民課 0575-88-4912

岐阜県 郡上市北部斎苑 岐阜県郡上市白鳥町大島１６８９番地２０５ 0575-82-5004 0575-82-5004 郡上市白鳥庁舎から４km､車で８分 郡上市役所 総務部市民課 0575-82-2044

岐阜県 高鷲斎場 岐阜県郡上市高鷲町大鷲１５６６番地１８ 0575-72-5475 郡上市高鷲庁舎から２km､車で３分 郡上市役所 総務部市民課 0575-67-1816

岐阜県 下呂市浄郷苑 岐阜県下呂市三原４２７番地 0576-24-1888
http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/kurashi/node_568/node_910/node_275
75

JR下呂駅から南西へ10km、車で10分 下呂市役所 環境部環境施設課 0576-26-3397

岐阜県 下呂市小坂斎場 岐阜県下呂市小坂町大島２１２５番地 0576-62-2315
http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/kurashi/node_568/node_910/node_275
75

JR小坂駅から西へ1km、車で2分 下呂市役所 環境部環境施設課 0576-26-3397

岐阜県 海津市斎苑　天昇苑 岐阜県海津市平田町高田373番地 0584-53-3627 0584-53-3627
http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/public-facility/welfare-
facility/tenshoen.html

養老鉄道駒野駅から5.4㎞,車で15分 海津市役所 市民環境部市民課 0584-53-1114

岐阜県 笠松町営火葬場 岐阜県羽島郡笠松町緑町４２番地 kankyoukeizailg@town.kasamatsu.lg.jp http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2013012000287/ 名鉄笠松駅から徒歩１５分 笠松町役場 企画環境経済部環境経済課 058-388-1114

岐阜県 養老町斎苑　清華苑 岐阜県養老郡養老町高田2093-1 0584-32-4344 0584-32-4345 近鉄養老線高田駅から2.5km､車で5分 養老町役場 生活環境課、住民人権課 0584-32-1100

岐阜県 垂井町斎場 岐阜県不破郡垂井町府中1071番地の１ 0584-23-1405 0584-23-1405 JR垂井駅から2㎞､車で5分 垂井町役場 住民課 0584-22-1151

岐阜県 関ケ原斎苑 岐阜県不破郡関ｹ原町大字山中603-1 0584-43-5003 0584-43-5003 JR関ｹ原駅から3km､車で5分 関ケ原町役場 水道環境課 0584-43-1111

岐阜県 神戸町斎苑　やすらぎ苑 岐阜県安八郡神戸町大字瀬古967 0584-28-0160 0584-28-0159 jyuumin@town.godo.lg.jp http://www.town.godo.gifu.jp JR大垣駅から5km､車で15分 神戸町役場 民生部住民保険課 0584-27-3111

岐阜県
安八町・輪之内町斎苑
やすらぎ苑

岐阜県安八郡安八町大森675番地 0584-64-3580 0584-47-5355 安八町役場から車で5分 安八町役場 住民環境課 0584-64-7105

岐阜県 坂内火葬場 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬126番地1 0585-53-2299 揖斐川町坂内振興事務所から500ｍ 揖斐川町役場
坂内振興事務所地域振興課
揖斐川町役場住民生活課

0585-53-2111
0585-22-2111

岐阜県 揖斐広域斎場 岐阜県揖斐郡大野町大字松山小字松山470番地 0585-36-1321 0585-34-4034 http://www.ibikouiki.com/saijyo.php 養老鉄道揖斐駅から10㎞、車で15分 揖斐広域連合 総務課 0585-23-0188

岐阜県 白川斎場 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東４９０３番地３ 0574-72-1311 0574-72-2597 JR白川口駅から8㎞、車で10分 白川町役場 町民課 0574-72-1311

岐阜県 白川村火葬場 岐阜県大野郡白川村大字野谷字ﾄﾞｲﾄﾞｲ55-2 05769-6-1205 白川村役場から8km､車で10分 白川村 村民課 05769-6-1311

静岡県 静岡市静岡斎場 静岡県静岡市葵区慈悲尾472番地の1 054-276-2000 054-276-2001 JR東海道線静岡駅から6.1km､車で18分 静岡市 戸籍管理課 054-221-1297

静岡県 静岡市静岡斎場井川分場 静岡県静岡市葵区井川1243番地の3 054-260-2211 054-260-2213 JR東海道線静岡駅から63.7km､車で2時間4分 静岡市 戸籍管理課 054-221-1297

静岡県 静岡市清水斎場 静岡県静岡市清水区北矢部1481番地 054-352-0420 054-352-0430 静岡鉄道草薙駅から3.5km､車で8分 静岡市 戸籍管理課 054-221-1297

静岡県 静岡市庵原斎場 静岡県静岡市清水区蒲原4999番地の1 054-385-6695 054-385-6695 JR東海道線富士川駅から1.7km､車で5分 静岡市 戸籍管理課 054-221-1297

静岡県 浜松市浜松斎場 静岡県浜松市中区中沢町47-1 053-471-4042 053-475-7733 hamamatsu-saijyo@birukan.com
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/c-
kumin/death/shieisaijo/shieisaijohamamatsu.html

遠州鉄道八幡駅から２㎞，車で７分 浜松市役所
中区役所区民生活課
市民生活課

053-457-2121
053-457-2026

静岡県 浜松市浜北斎場 静岡県浜松市浜北区宮口4831-170 053-589-8342 053-589-8342
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hk-
kumin/death/shieisaijo/shieisaijohamakita.html

天竜浜名湖鉄道宮口駅から２．４㎞，車で５分 浜松市役所
浜北区役所区民生活課
市民生活課

053-585-1112
053-457-2026

静岡県 浜松市雄踏斎場 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見6098-3 053-592-1863 053-592-8764
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/w-
kumin/death/shieisaijo/shieisaijoyuto.html

ＪＲ舞阪駅から３．３㎞，車で８分 浜松市役所
西区役所区民生活課
市民生活課

053-597-1160
053-457-2026

静岡県 浜松市三ヶ日斎場 静岡県浜松市北区三ヶ日町宇志815-1 053-524-3310 053-524-3310
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/mk-
kyodo/death/shieisaijo/shieisaijomikkabi.html

天竜浜名湖鉄道三ヶ日駅から１．４㎞，車で５分 浜松市役所
北区役所区民生活課
区民生活課

053-523-1116
053-457-2026

静岡県 浜松市天竜斎場 静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵553-19 053-926-0910
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tn-
kumin/death/shieisaijo/shieisaijotenryu.html

天竜浜名湖鉄道天竜二俣駅から１．４㎞，車で６分 浜松市役所
天竜区役所区民生活課
市民生活課

053-922-0019
053-457-2026

静岡県 浜松市春野斎場 静岡県浜松市天竜区春野町宮川1740 053-989-0538
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/hr-
kyodo/death/shieisaijo/shieisaijoharuno.html

遠州鉄道西鹿島駅から２３．１㎞，車で３４分 浜松市役所
天竜区役所春野協働センター
市民生活課

053-983-0001
053-457-2026
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静岡県 浜松市佐久間・水窪斎場 静岡県浜松市天竜区佐久間町中部604 053-965-1353
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sk-
kyodo/death/shieisaijo/shieisaijosakumamisakubo.html

ＪＲ飯田線中部天竜駅から２．３㎞，車で５分 浜松市役所
天竜区役所佐久間協働センター
市民生活課

053-966-0002
053-457-2026

静岡県 沼津市斎場 静岡県沼津市中瀬町14-1 055-931-0444 055-931-0444 ＪＲ沼津駅から４㎞，車で７分 沼津市役所 市民福祉部市民課 055-934-4720

静岡県 熱海市火葬場 静岡県熱海市熱海１８０２番地の１ 0557-81-2473 0557-81-2473 ＪＲ来宮駅から８㎞，車で１０分 熱海市役所 市民生活部市民生活課 0557-86-6252

静岡県
三島函南広域行政組合立
みしま聖苑

静岡県三島市字賀茂之洞4703-7 055-976-3663 055-976-1263 sankangyou@city.mishima.shizuoka.jp JR三島駅から4㎞,車で15分 三島函南広域行政組合 三島函南広域行政組合事務局 055-976-3663

静岡県 富士宮聖苑 静岡県富士宮市山宮３６７８－１３ 0544-58-3311 0544-58-3311 ＪＲ富士宮駅から１１㎞，車で２０分 富士宮市 環境部環境企画課 0544-22-1136

静岡県 伊東市斎場 静岡県伊東市川奈1259-3 0557-45-2845 0557-45-2845 ＪＲ伊東駅から5.7㎞，車で13分 伊東市役所 市民部市民課 0557-32-1351

静岡県 島田市斎場 静岡県島田市伊太2800-1 0547-36-5124 0547-36-5124 JR島田駅から3㎞,車で10分 島田市 環境課 0547-35-3744

静岡県 島田市金谷斎場 静岡県島田市金谷天王町1820-5 0547-45-2906 0547-45-2906 JR金谷駅から1㎞,車で3分 島田市 環境課 0547-35-3744

静岡県 富士市斎場 静岡県富士市大淵2588番地の1 0545-36-0256 0545-36-1150 JR富士駅から7.6㎞，車で20分 富士市役所 市民部市民課 0545-55-2746

静岡県 磐田市聖苑 静岡県磐田市塩新田５８２－８ 0538-58-0912 0538-58-2428 http://www.city.iwata.shizuoka.jp/shisetu_guido/kurashi/boti/1003193.html JR磐田駅から６㎞。車で20分 磐田市役所 環境水道部環境課 0538-37-2702

静岡県
志太広域事務組合斎場会
館

静岡県焼津市浜当目１１５９－１ 054-629-1501 054-629-1498 info@shida.or.jp www.shida.or.jp ＪＲ焼津駅から２㎞，車で５分 志太広域事務組合（焼津市、藤枝市） 志太広域事務組合　新斎場整備課 054-637-9504

静岡県
御殿場市・小山町広域行
政組合斎場

静岡県御殿場市萩原992-98 0550-89-0949 0550-89-5895 JR御殿場駅から4㎞,車で10分 御殿場市・小山町広域行政組合 事務局庶務課 0550-82-4623

静岡県
袋井市森町広域行政組合
中遠聖苑

静岡県袋井市浅名2134-151 0538-23-6742 0538-23-6742 JR袋井駅から5㎞,車で10分 袋井市森町広域行政組合 事務局総務課 0538-30-0530

静岡県
伊豆斎場組合
伊豆斎場

静岡県下田市６－３７－３２ 0558-22-0538 izusaijyo.shimoda@cap.ocn.ne.jp 伊豆急行伊豆急下田駅から３km、車で５分
一部事務組合（下田市、賀茂郡東伊
豆町、河津町、南伊豆町）

下田市市民保健課 0558-22-2215

静岡県 裾野市斎場 静岡県裾野市今里343-1 055-997-0389 055-997-1817 JR岩波駅から3㎞,車で10分 裾野市 生活環境課 055-995-1816

静岡県 湖西市営火葬場 静岡県湖西市入出1537 053-578-2328 053-578-2328 JR鷲津駅から4㎞,車で10分 湖西市 環境課 053-576-4533

静岡県
湖西市新居斎場やすらぎ
苑

静岡県湖西市新居町中之郷1138-1 053-594-8900 053-594-8890 JR新居町駅から1.3㎞,車で5分 湖西市 環境課 053-576-4533

静岡県 伊豆聖苑 静岡県伊豆市日向９８６－２ 0558-74-1135 0558-74-1142 kankyo@city.izu.shizuoka.jp http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008175.html 伊豆箱根鉄道修善寺駅から７㎞,車で１０分 伊豆市 環境衛生課 0558-72-9857

静岡県 東遠地区聖苑 静岡県菊川市西方347-1 0537-36-3160 0537-36-0990 seienkumiai@cy.tnc.ne.jp JR菊川駅から４ｋｍ、車で１０分 一部事務組合（掛川市、菊川市） 組合事務局 0537-36-3160

静岡県 伊豆の国市長岡斎場 静岡県伊豆の国市長岡１４０７－４ 055-948-1014 055-948-1014 伊豆箱根鉄道伊豆長岡駅から３ｋｍ、車で１０分 伊豆の国市 経済環境部環境政策課 0558-76-8002

静岡県
吉田町牧之原市広域施設
組合謝恩閣

静岡県牧之原市勝間1506-19 0548-28-0542 0548-28-0542 JR島田駅から12km、車で25分 吉田町牧之原市広域施設組合 組合事務局 0548-24-1000

静岡県
牧之原市御前崎市広域施
設組合　南遠地区聖苑

静岡県牧之原市菅ヶ谷１０４８-２ 0548-52-0479 0548-52-0540 http://www.kankyo-hozen-center.ip/seien.html ＪＲ菊川駅から１６ｋｍ，車で３０分
牧之原市御前崎市広域施設組合（牧
之原市，御前崎市）

環境保全センター 0548-58-0044

静岡県 西伊豆町斎場 静岡県賀茂郡西伊豆町一色１９５９－２ 伊豆箱根鉄道修善寺駅から50km、車で75分 西伊豆町　松崎町から事務委託 環境課 0558-53-1408

静岡県 長泉町火葬場 静岡県駿東郡長泉町中土狩822番地の4 055-986-5814
055-986-5814
（電話番号と同じ）

kankyo＠nagaizumi.org http://japan.nagaizumi.org
ＪＲ下土狩駅から1.1㎞
ＪＲ下土狩駅から車で4分

長泉町 くらし環境課 055-989-5514

静岡県 川根本町中川根斎場 静岡県榛原郡川根本町上長尾683 0547-56-1412 大井川鐵道下泉駅から5㎞、車で7分 川根本町 くらし環境課 0547-56-2236

静岡県 川根本町本川根斎場 静岡県榛原郡川根本町上岸12-2 0547-59-2563 大井川鐵道千頭駅から1.5㎞、車で5分 川根本町
支所管理局
窓口業務室

0547-58-7070

愛知県 舟入斎苑 名古屋市港区協和一丁目１０４番地 近鉄蟹江駅から１．５ｋｍ、車で１０分 蟹江町 民生部環境課 0567-95-1111

愛知県 名古屋市立八事斎場 名古屋市天白区天白町大字八事字裏山６９番地 052-832-1750 052-832-7759 a8321750@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000011451.html 地下鉄八事駅から１ｋｍ、車で３分 名古屋市 健康福祉局環境薬務課 052-972-2642

愛知県 名古屋市立第二斎場 名古屋市港区東茶屋三丁目１２３番地 052-303-0606 052-304-8875  shinsaijo@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp http://nagoya-city-daini-crematorium.jp/ あおなみ線荒子川公園駅から３．９ｋｍ、車で１１分 名古屋市 健康福祉局環境薬務課 052-972-2642



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

愛知県 豊橋市斎場  豊橋市飯村町字北池上５２ 0532-61-2032 0532-64-4801 fukushiseisaku@city.toyohashi.lg.jp http://www.city.toyohashi.lg.jp/5103.htm ＪＲ東海道本線豊橋駅から５．３ｋｍ、車で２０分 豊橋市 福祉部福祉政策課 0532-51-2379

愛知県 岡崎市斎場 岡崎市才栗町字左世保田１番地３ 0564-46-2688 0564-46-5151 http://www.okazaki-mp.jp/ 名鉄名古屋本線東岡崎駅から９ｋｍ、車で１５分 岡崎市 保健部保健企画課 0564-23-6182

愛知県 一宮市一宮斎場 一宮市奥町字六丁山24番地 0586-45-4204 0586-44-5142 http://www.ichinomiya-saijyou.com/ 名鉄名古屋本線石刀駅から１．７ｋｍ、車で７分 一宮市 環境部　霊園管理事務所 0586-45-7004

愛知県 一宮市尾西斎場 一宮市篭屋三丁目4番23号 0586-45-2535 名鉄尾西線開明駅から１ｋｍ、　車で４分 一宮市 環境部　霊園管理事務所 0586-45-7004

愛知県 瀬戸市斎苑 瀬戸市春雨町３８番地 0561-82-8800 0561-82-9214 saien@city.seto.lg.jp 名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅から２ｋｍ、車で１０分 瀬戸市 市民生活部生活安全課 0561-88-2661

愛知県 半田斎場 半田市鵜ノ池町１９番地 0569-27-8700 0569-27-8701 handa-saijou@cac-net.ne.jp http://www.cac-net.ne.jp/~chitachu/saijyou/saijyou.html 名鉄河和線知多半田駅から５．５ｋｍ、車で１５分
知多中部広域事務組合（半田市、阿
久比町、武豊町）

知多中部広域事務組合事務局 0569-21-0119

愛知県
豊川市斎場会館「永遠の
森」

豊川市御津町豊沢引釣８０番地の１
0533-77-2277
0120-108-578

0533-76-5822 http://www.towanomori.jp/ ＪＲ東海道本線愛知御津駅から２ｋｍ、車で５分 豊川市 産業環境部環境課 0533-89-2141

愛知県 津島市斎場 津島市元寺町２丁目５９番地 0567-28-2389 0567-28-2389 kankyou@city.tsushima.lg.jp 津島市役所から２ｋｍ、車で５分 津島市 市民生活部生活環境課 0567-24-1111

愛知県 衣浦斎園 碧南市大坪町３丁目３５番地 0566-48-1620 0566-48-5480 kinuura-saien@katch.ne.jp http://www.katch.ne.jp/~kinuura-saien/ 名鉄三河線北新川駅から５ｋｍ、車で１５分
衣浦衛生組合
（碧南市、高浜市）

施設課 0566-41-3479

愛知県 刈谷市青山斎園 刈谷市青山町２丁目１５４番地１ 0566-21-8178 0566-21-8179 ＪＲ東海道本線刈谷駅から３ｋｍ、車で１０分 刈谷市 市民活動部市民課 0566-95-0006

愛知県 豊田市古瀬間聖苑 豊田市古瀬間町小田８２０ 0565-80-1160 0565-80-1196 名鉄三河線豊田市駅から８ｋｍ、車で２０分 豊田市 福祉部総務監査課 0565-34-6706

愛知県 安城市総合斎苑 安城市赤松町乙菊２２番地１ 0566-72-6626 0566-73-9112 saien@city.anjo.aichi.jp http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kaso/index.html ＪＲ東海道本線安城駅から４ｋｍ、車で１０分 安城市 市民生活部市民課 0566-71-2221

愛知県 西尾市斎場やすらぎ苑 西尾市吉良町宮迫樫木１５ 0563-35-2233 0563-35-3573 JR幸田駅から５ｋｍ、車で１０分 西尾市 市民部市民課 0563-65-2198

愛知県
蒲郡市幸田町衛生組合斎
場

蒲郡市竹谷町玉ノ木５７番地 0533-68-2507 0533-65-8520 kankyo@city.gamagori.lg.jp http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kankyo/esei-top.html ＪＲ東海道本線蒲郡駅から４．５ｋｍ、車で１５分
蒲郡市幸田町衛生組合（蒲郡市、幸
田町）

蒲郡市幸田町衛生組合事務局 0533-57-4100

愛知県 尾張北部聖苑 犬山市大字善師野字奥雑木洞１番地１
0568-62-4144

0568-61-5525 seien@owari.ne.jp http://www.aihoku-kouiki.jp/seien.php 名鉄善師野駅から２ｋｍ、車で５分
愛北広域事務組合（犬山市、江南市、
岩倉市、大口町、扶桑町）

愛北広域事務組合業務課 0568-62-4144

愛知県 常滑市営火葬場 常滑市字高坂23番地の35 0569-34-3168 0569-34-3168 名鉄常滑駅から４ｋｍ、車で１０分 常滑市 環境経済部生活環境課 0569-47-6115

愛知県 尾張東部聖苑 小牧市大字大草2003番地１
0568-83-5001
0568-79-7181

0568-79-7182
0568-79-7236

seien@quartz.ocn.ne.jp http://www.owaritobuseien.com ＪＲ中央本線高蔵寺駅から約５ｋｍ、車で約１５分
尾張東部火葬場管理組合（春日井
市、小牧市、豊山町）

尾張東部火葬場管理組合事務局業務
係

0568-83-5001
0568-79-7181

愛知県 稲沢市祖父江斎場 稲沢市祖父江町拾町野猿尾北１０３３番地 0587-97-0004 0587-97-7894 kankyo-s@city.inazawa.aichi.jp 名鉄尾西線森上駅から５ｋｍ、車で１０分 稲沢市 経済環境部環境施設課 0587-36-4357

愛知県 しんしろ斎苑 新城市庭野字玉ノ木２番地２５ 0536-22-2700 0536-22-2701 clean-center@city.shinshiro,lg.jp http://www.city.shinshiro.lg.jp ＪＲ飯田線新城駅から３ｋｍ、車で７分 新城市 市民環境部生活環境課 0536-23-7629

愛知県 知北斎場 大府市桜木町五丁目１１３番地 0562-48-5511 0562-48-5510 chihoku@ma.medias.ne.jp http://www.chihoku.or.jp/ 名鉄河和線南加木屋駅から４ｋｍ、車で１０分
知北平和公園組合（東海市、大府市、
東浦町）

知北平和公園組合施設係 0562-48-5511

愛知県 知多斎場 知多市大興寺字刀池５６番地 0562-55-0539 0562-55-0539 kankyou@city.chita.lg.jp https://www.city.chita.lg.jp 名鉄新舞子駅から５ｋｍ、車で１０分 知多市 環境経済部環境政策課 0562-36-2661

愛知県 知立市逢妻浄苑 知立市逢妻町道瀬山６５番地 0566-81-1377 名鉄名古屋本線知立駅から２ｋｍ、車で７分 知立市 市民部市民課 0566-83-1111

愛知県 田原市田原斎場 田原市田原町衣笠１番地１９ 0531-22-0421 0531-22-0473 kankyo@city.tahara.lg.jp http://www.city.tahara.aichi.jp/ 豊鉄渥美線田原駅から２．５ｋｍ、車で５分 田原市 市民環境部環境政策課 0531-23-7401

愛知県 田原市渥美斎場 田原市福江町清荒子１番地１ 0531-32-0595 0531-32-0595 kankyo@city.tahara.lg.jp http://www.city.tahara.aichi.jp/ 豊鉄バス停渥美ショップ前から２ｋｍ、車で３分 田原市 市民環境部環境政策課 0531-23-7401

愛知県 愛西市総合斎苑 愛西市西保町寄之内２番地１ 0567-22-5211 0567-22-5210 名鉄佐屋駅から１．８ｋｍ、車で６分 愛西市 市民協働部環境課 0567-55-7114

愛知県 弥富市火葬場 弥富市鍋田町八穂４２２番地１ 0567-68-1142 0567-68-1142 kankyo@city.yatomi.jg.jp http://www.city.yatomi.lg.jp 近鉄、ＪＲ、名鉄弥富駅から１２ｋｍ、車で３０分 弥富市 弥富市民生部環境課 0567-65-1111

愛知県 本町斎苑 蟹江町本町六丁目１４０番地 近鉄蟹江駅から１．５ｋｍ、車で１０分 蟹江町 民生部環境課 0567-95-1111

愛知県 飛島聖苑 海部郡飛島村大字渚八丁目１２３番地 0567-52-4080 0567-52-4080 近鉄蟹江駅から７～８ｋｍ、車で２０分 飛島村 民生部保健環境課 0567-52-1001

愛知県 知多南部衛生組合火葬場 知多郡美浜町大字河和字道土２８２番地の１ 0569-82-1303 http://chitananbu.com/ 名鉄河和線河和駅から３ｋｍ、車で５分
知多南部衛生組合（美浜町、南知多
町）

知多南部衛生組合総務課 0569-62-0402
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府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

愛知県 設楽町清崎斎苑 北設楽郡設楽町清崎字野々瀬１番地６３ 設楽町役場から３ｋｍ、車で１０分 設楽町 生活課 0536-62-0522

愛知県 設楽町津具斎苑 北設楽郡設楽町津具字裏山１番地１４ 設楽町津具総合支所から０．５ｋｍ、車で１分 設楽町 生活課 0536-62-0522

愛知県 東栄町斎苑 北設楽郡東栄町大字西薗目字耳岩27番地1 ＪＲ飯田線東栄駅から１１ｋｍ、車で２０分 東栄町 住民福祉課 036-76-0503

三重県 いつくしみの杜 三重県津市半田市３２４７番地２ 059-213-9995 059-223-3880 http://www.itsukushiminomori.jp 近鉄名古屋線南が丘駅から900m、車で3分 津市 市民部市民課 059-229-3143

三重県 津市美杉八知火葬場 三重県津市美杉町八知７６１６―２
059-272-8083
(担当課）

059-272-0235
(担当課）

JR名松線伊勢八知駅から４ｋｍ､車で５分 津市 美杉総合支所市民福祉課 059-272-8083

三重県 津市美杉伊勢地火葬場 三重県津市美杉町石名原２６８０
059-272-8083
(担当課）

059-272-0235
(担当課）

JR名松線伊勢奥津駅から３ｋｍ､車で５分 津市 美杉総合支所市民福祉課 059-272-8083

三重県 四日市市北大谷斎場 三重県四日市市大字松本字北大谷1986-1 059-352-3742 059-354-9730 seikatsukankyou@city.yokkaichi.mie.jp https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001631/index.html 近鉄湯の山線伊勢松本駅から1.5km､徒歩で20分 四日市市 環境部生活環境課 059-354-8191

三重県 松阪市篠田山斎場 三重県松阪市久保町１９１２番地３ 0598-29-1317 0598-29-1317 松阪駅から５ｋｍ、車で１５分 松阪市 環境生活部　環境課 0598-53-4066

三重県
松阪市嬉野斎場
（ヒプノス嬉野）

三重県松阪市嬉野島田町１５６１番地２ 0598-42-1004 0598-42-1004 近鉄山田線伊勢中川駅から５ｋｍ､車で１０分 松阪市 嬉野地域振興局　地域住民課 0598-48-3813

三重県 松阪市三雲火葬場 三重県松阪市曽原町１３７３番地
0598-56-7909
（担当課）

近鉄山田線伊勢中川駅から１０ｋｍ､車で１５分 松阪市 三雲地域振興局　地域住民課 0598-56-7909
現在すでに稼働停止、令和2年
度より取り壊し予定

三重県
松阪市飯南火葬場
（さくら坂飯南）

三重県松阪市飯南町粥見１５８９番地
0598-32-2512
（担当課）

近鉄山田線松阪駅から３０ｋｍ､車で４０分 松阪市 環境生活部　飯南・飯高環境事務所 0598-32-2512

三重県 桑名市斎場おりづるの森 三重県桑名市新西方七丁目16番地
0594-22-8008
0594-22-8389

0594-25-1120 JR､近鉄桑名駅から3.5km､車で10分 桑名市役所 市民環境部　環境安全課 0594-24-1183

三重県 鈴鹿市斎苑 三重県鈴鹿市地子町７５０番地 059-382-4180 059-383-6583 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/shisetsu/9904.html 近鉄名古屋線白子駅から６km､車で１０分 鈴鹿市 環境政策課 059-382-9014

三重県 名張市斎場 三重県名張市滝之原4538番地2 0595-68-8400 0595-68-8401 近鉄大阪線名張駅から6km､車で10分 名張市 地域環境部環境対策室 0595-63-7492

三重県 尾鷲市斎場 三重県尾鷲市坂場西町25番18号 0597-22-2359 JR紀勢線尾鷲駅から1.3km､車で5分 尾鷲市役所 市民サービス課市民生活係 0597-23-8250

三重県 亀山市斎場 三重県亀山市野村二丁目1-110 0595-96-8601 0595-96-8610 https://www.city.kameyama.mie.jp/shisetsu/2014112310924/ JR関西線亀山駅から2.1km､車で7分 亀山市 生活文化部環境課環境創造グループ 0595-96-8095

三重県 鳥羽市堅神火葬場 三重県鳥羽市堅神町53 0599-26-2187 近鉄鳥羽線鳥羽駅から2km､車で5分 鳥羽市役所 環境課 0599-25-1147

三重県 鳥羽市神島火葬場 三重県鳥羽市神島町579番地
0599-25-1147
(担当課）

鳥羽市営中之郷桟橋から19.5km､船で45分 鳥羽市役所 環境課 0599-25-1147

三重県 熊野市火葬場 三重県熊野市金山町見田橋2222 0597-85-2891 0597-85-2891 JR紀勢線熊野市駅から5km､車で10分 熊野市 環境対策課　熊野クリーンセンター 0597-89-2804

三重県 いなべ市北勢斎場 三重県いなべ市北勢町阿下喜1678番地 0594-72-4250 0594-72-4250 三岐鉄道北勢線阿下喜駅から2km､車で5分 いなべ市 環境部　環境政策課 0594-72-3946

三重県 志摩市斎場悠久苑 三重県志摩市磯部町三ｹ所119-4 0599-58-1950 0599-58-1951 http://www.city.shima.mie.jp/bika/ 近鉄志摩線鵜方駅から5.8km､車で13分 志摩市 市民生活部環境課 0599-44-0228

三重県 伊賀市斎苑 三重県伊賀市西明寺３２１６番地１ 0595-21-0713 伊賀鉄道伊賀線上野市駅から3.5km、車で10分 伊賀市 人権生活環境部市民生活課 0595-22-9638

三重県 木曽岬町立火葬場 三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中502番地
0567-68-6103
(担当課）

近鉄名古屋線弥富駅から7km､車で15分 木曽岬町 住民課 0567-68-6103

三重県 東員町斎苑 三重県員弁郡東員町大字鳥取１８８３番地２０ 0594-76-3799 三岐鉄道北勢線東員駅から４ｋｍ、車で１０分 東員町役場 町民課 0594-86-2806

三重県 菰野町斎場 三重県三重郡菰野町大字潤田１６１６番地２７ 059-394-2540 059-394-2540 kankyou@town.komono.mie.jp http://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1001000000002/index.html 近鉄湯の山線中菰野駅から１．５ｋｍ、車で５分 菰野町役場 環境課 059-391-1150

三重県 勢和斎場 三重県多気郡多気町丹生4971
0598-38-1113
(担当課）

JR紀勢線栃原駅から5km､車で10分 多気町 町民環境課 0598-38-1113

三重県 片野火葬場 三重県多気郡多気町片野1890-1
0598-38-1113
(担当課）

JR紀勢線多気駅から12km､車で15分 多気町 町民環境課 0598-38-1113 休止中

三重県 宮川火葬場やすらぎ苑 三重県多気郡大台町上真手657番地 0598-76-0428 miya-sogo@odaitown.jp JR三瀬谷駅から約8km､車で約10分 大台町 宮川総合支所町民室 0598-76-1711

三重県 伊勢広域環境組合斎場 三重県度会郡玉城町世古３９５番地５ 0596-28-5120 0596-28-5496 http://www.isekouiki.or.jp/saijyou/ JR参宮線田丸駅から４km､車で７分
伊勢広域環境組合（伊勢市，明和町，
玉城町，度会町）

業務課 0596-37-1218



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

三重県 荷坂やすらぎ苑 三重県度会郡大紀町大内山1451-5 0598-72-2824 0598-72-2483 kan@town.mie-taiki.lg.jp JR紀勢線梅ヶ谷駅から2.5km､車で5分 荷坂やすらぎ苑組合 大紀町環境水道課 0598-86-2245

三重県 南島火葬場 三重県度会郡南伊勢町河内甲1009-1 0596-76-1460 近鉄志摩線鵜方駅から45km、車で90分 南伊勢町 環境生活課 0599-66-1154

三重県 南勢火葬場 三重県度会郡南伊勢町飯満411 0599-77-3686 近鉄志摩線鵜方駅から15km、車で35分 南伊勢町 環境生活課 0599-66-1154

三重県 淨聖苑 三重県北牟婁郡紀北町海山区船津881-11 0597-35-0382 0597-35-0382 JR紀勢線相賀駅から2km､車で4分 紀北町 環境管理課 0597-46-3121

滋賀県 大津聖苑 大津市膳所上別保町７６１ 077-534-4400 077-534-9970 rd475834@bf6.so-net.ne.jp ＪＲ琵琶湖線膳所駅から2.5㎞、車で１０分 大津市 市民部戸籍住民課 077-528-2702

滋賀県 志賀聖苑 大津市木戸１４９４－１ 077-592-2000 077-592-2850 sigaseien1241@yahoo.co.jp JR湖西線志賀駅から1.5ｋｍ、車で5分 大津市 市民部戸籍住民課 077-528-2702

滋賀県 さざなみ浄苑 近江八幡市船木町３７番地 0748-33-3825 0748-33-3842 010603@city.omihachiman.lg.jp http://www.city.omihachiman.shiga.jp ＪＲ琵琶湖線近江八幡駅から約４ｋｍ,車で約１０分 近江八幡市 市民部環境課 0748-36-5509

滋賀県
八日市布引ライフ組合立
布引斎苑

滋賀県東近江市瓜生津町２０１１番地１３ 0748-23-4922 0748-23-4960 youkaichi@nunobikilife.jp http://nunobikilife.jp 近江鉄道八日市駅から９ｋｍ、車で２０分 八日市布引ライフ組合 布引斎苑 0748-23-4922

滋賀県 草津市営火葬場 滋賀県草津市東草津四丁目３番２７号 077-562-2751 077-562-2992 seikatsu@city.kusatsu.lg.jp https://www.kusatsukasoujyou.com/ ＪＲ琵琶湖線草津駅から２ｋｍ、車で１０分 草津市 まちづくり協働部生活安心課 077-561-2340

滋賀県 野洲川斎苑 滋賀県守山市川田町２２３０番地の３ 077-518-1755 077-518-1765 yasugawasaien@bloom.ocn.ne.jp http://www.yasugawasaien.org/
ＪＲ琵琶湖線守山駅から約５ｋｍ、車で１３分
ＪＲ琵琶湖線野洲駅から約３ｋｍ、車で８分

守山野洲行政事務組合 守山野洲行政事務組合事務局 077-518-1755

滋賀県 湖南市浄苑 滋賀県湖南市岩根１３６番地１３３ 0748-75-0419 0748-75-8778 seikan@city.shiga-konan.lg.jp  https://www.city.konan.shiga.jp/guide.shisetsu/kasoba_sa.htm ＪＲ草津線三雲駅から約５Km、車で２０分 湖南市 総務部生活環境課 0748-71-2326

滋賀県 甲賀斎苑 滋賀県甲賀市甲南町葛木715番地 0748-86-8448 0748-86-8444 koka10204000@city.koka.lg.jp http://www.city.koka.lg.jp/kokasaien/ JR草津線甲南駅約２ｋｍ、車で約５分 甲賀市 市民環境部生活環境課 0748-69-2144

滋賀県 高島市斎場 高島市今津町今津２２１１番地 0740-22-4740 0740-22-4740 saijou@city.takasima.lg.jp
http://www.city.takashima.shiga.jp/icity/browser?ActionCode=content&Conten
tID=1134114600787&SiteID=0

JR湖西線近江今津駅から約1.5km，徒歩約20分 高島市 環境部　高島市斎場 0740-22-4740

滋賀県 紫雲苑 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺１０番地６３ 0749-48-1318 0749-48-1891 shiunen@genaiken-kouiki.jp http://www.genaiken-kouiki.jp 近江鉄道多賀駅から約３km，車で４分 彦根愛知犬上広域行政組合 紫雲苑 0749-48-1318

滋賀県
湖北広域行政事務セン
ター　こもれび苑

滋賀県長浜市下山田６３０番地 ＪＲ北陸本線河毛駅から約２㎞、車で約５分 湖北広域行政事務センター　業務課

滋賀県 余呉斎苑 滋賀県長浜市余呉町中之郷１７７７番地 JR北陸本線余呉駅から約２km、車で５分

滋賀県 木之本斎苑 滋賀県長浜市木之本町木之本１００番地 ＪＲ北陸本線木ノ本駅から約１ｋｍ、車で約５分

滋賀県 西浅井斎苑 滋賀県長浜市西浅井町山門５７２番地９６
JR湖西線永原駅から約７km、車で約１０分
JR北陸本線近江塩津駅から約５km、車で約５分

京都府 京都市中央斎場 京都府京都市山科区上花山旭山町１９－３ 075-561-4251 075-561-4249 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000073341.html 京阪電鉄清水五条駅から３ｋｍ、車で１０分 京都市役所
保健福祉局医療衛生推進室
医務衛生課

075-222-3433 令和元年度から動物炉を休止

京都府 福知山市斎場 京都府福知山市長田野町二丁目１－２ 0773-27-6122 0773-27-8277 ＪＲ石原駅から３ｋｍ、車で５分 福知山市 市民総務部市民課 0773-27-6122

京都府 舞鶴市斎場 京都府舞鶴市字余部上７２９番地 0773-63-6788 0773-63-6788 ＪＲ東舞鶴駅から２ｋｍ、車で５分 舞鶴市役所 市民文化環境部市民課 0773-66-1001

京都府 綾部市斎場 京都府綾部市田野町田野山１－１５ 0773-42-6620 0773-43-1964 ＪＲ綾部駅から３ｋｍ、車で５分 綾部市 市民環境部環境保全課 0773-42-1489

京都府 宇治市斎場 京都府宇治市宇治金井戸７番地３７ 0774-39-9203 0774-39-9204 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000005670.html JR宇治駅･京阪電鉄宇治駅から車で１０分 宇治市役所 人権環境部環境企画課 0774-20-8726

京都府 宮津市火葬場 京都府宮津市字万年小字道心ヶ谷３４番地 0772-22-6336 京都丹後鉄道宮津駅から１．５ｋｍ、車で約５分 宮津市 市民室 0772-45-1617

京都府 亀岡市営火葬場 京都府亀岡市下矢田町五反田３４－１ 0771-22-0276 0771-22-0276
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/seikatsu/kurashi/kurashi/sekatsu/kasoba.h
tml

ＪＲ亀岡駅から２ｋｍ、車で１０分 亀岡市役所 環境市民部環境政策課 0771-25-5015

京都府 京丹後市火葬場 京都府京丹後市峰山町赤坂２番地の１ 0772-69-5550 0772-69-5552 京都丹後鉄道峰山駅から北へ約２ｋｍ、車で約６分 京丹後市
市民環境部生活環境課竹野川衛生セン
ター

0772-65-2836

京都府 南丹市上平屋火葬場 京都府南丹市美山町上平屋中津谷８番地１ 0771-75-1604
ＪＲ園部駅から車で４０分、南丹市美山支所から車で１０
分

南丹市役所 市民部市民環境課 0771-68-0035

京都府
船井郡衛生管理組合火葬
場

京都府南丹市園部町上木崎町坪の内４５－２外 0771-62-1571 0771-62-1571 ＪＲ園部駅から２ｋｍ、車で５分
船井郡衛生管理組合（南丹市、京丹
波町）

総務課業務係 0771-42-3425

京都府 伊根町火葬場 京都府与謝郡伊根町字亀島小字奥ヶ谷５７９番地 京都丹後鉄道岩滝口駅から車で３０分 伊根町 住民生活課 0772-32-0503

京都府 与謝野町立阿蘇霊照苑 京都府与謝郡与謝野町字岩滝１０２９番地 0772-46-4031 0772-46-4033 asoreishoen@amanohara.com 京都丹後鉄道岩滝口駅から３ｋｍ、車で７分 与謝野町 住民環境課 0772-43-9030

湖北広域行政事務センター 0749-62-71430749-78-2203
（代表）

0749-78-0131 gyoumu@kohoku-kouiki.jp
http://www.kohoku-kouiki.jp/
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１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

大阪府 大阪市立小林斎場 大阪府大阪市大正区小林東３－１２－８ 06-6551-0402 06-6555-6804 http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010145.html シティバス「小林」から０．４ｋｍ 大阪市 環境局事業部事業管理課（斎場・霊園） 06-6630-3137

大阪府 大阪市立佃斎場 大阪府大阪市西淀川区佃６－４－１８ 06-6471-1142 06-6477-4603 http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010145.html 阪神電車「出来島駅」から０．８㎞，徒歩１０分 大阪市 環境局事業部事業管理課（斎場・霊園） 06-6630-3137

大阪府 大阪市立鶴見斎場 大阪府大阪市鶴見区鶴見１－６－１２８ 06-6912-3038 06-6915-1249 http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010145.html Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ「今福鶴見駅」から１．２㎞，徒歩１５分 大阪市 環境局事業部事業管理課（斎場・霊園） 06-6630-3137

大阪府 津守斎場 大阪府大阪市西成区南津守２－４－５３ 南海電車「玉出駅」から３ｋｍ、車で１０分
津守霊園墓地管理委員会
会長　白山　隆

大阪府 大阪市立瓜破斎場 大阪府大阪市平野区瓜破東４－４－１４６ 06-6709-0860 06-6799-0384 ja0030@city.osaka.lg.jp http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010145.html Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ「出戸駅」から１．３㎞，徒歩２０分 大阪市 環境局事業部事業管理課（斎場・霊園） 06-6630-3137

大阪府 大阪市立北斎場 大阪府大阪市北区長柄西１－７－１３ 06-6351-3042 06-6351-4079 http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000010145.html
Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ「天神橋筋６丁目駅」から０．５㎞，徒歩８
分

大阪市 環境局事業部事業管理課（斎場・霊園） 06-6630-3137

大阪府 北久保共有火葬場 大阪府堺市中区東山９２ 泉北高速鉄道深井駅７００ｍ徒歩８分 北久保墓地管理委員会

大阪府 登美丘日置荘共有火葬場 大阪府堺市東区関茶屋１１１ 南海高野線萩原天神駅徒歩１２分 登美丘日置荘共有墓地管理委員会

大阪府 八田北南共有火葬場 大阪府堺市中区八田北町１００８ 泉北高速鉄道深井駅２㎞車で５分 八田北南墓地管理委員会

大阪府 堺市立斎場 大阪府堺市堺区田出井町４丁１ 072-228-0167 072-222-8333 saijo@city.sakai.lg.jp http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/saijo/saijo/index.html ＪＲ阪和線堺市駅３００ｍ徒歩５分 堺市 健康福祉局　健康部　斎場 072-228-0167

大阪府 下石津共有火葬場 大阪府堺市浜寺石津町西３丁７９ 南海本線石津川駅３００ｍ　徒歩５分 浜寺石津墓地管理委員会

大阪府 家原寺火葬場 大阪府堺市西区家原寺２丁３－５ ＪＲ阪和線津久野駅１．１㎞　徒歩１５分 家原寺墓地管理委員会

大阪府 丈六共有火葬場 大阪府堺市西区鳳南町３丁２４１ ＪＲ阪和線富木駅７００ｍ徒歩８分 丈六墓地管理委員会

大阪府 浜寺船尾共有火葬場 大阪府堺市西区浜寺船尾町西５丁５８２ 阪堺電気軌道阪堺線船尾駅１㎞　徒歩１２分 浜寺船尾霊園管理委員会

大阪府 大鳥共有火葬場 大阪府堺市西区鳳中町５丁１８９ ＪＲ阪和線鳳駅５００ｍ　徒歩６分 大鳥墓地管理委員会

大阪府 浜寺下共有火葬場 大阪府堺市西区浜寺昭和町１丁１３ 南海本線浜寺公園駅７００ｍ　徒歩８分 浜寺元町共有墓地管理委員会

大阪府 黒山火葬場 大阪府堺市美原区阿弥３１－１ 南海高野線北野田駅２．２㎞、車で６分 黒山地区共同墓地管理委員会

大阪府 浄土寺火葬場 大阪府堺市美原区大保１７５ 近鉄南大阪線河内松原駅２．５㎞、車で７分 浄土寺墓地経営管理委員会

大阪府 平尾火葬場 大阪府堺市美原区平尾２０５１ 南海高野線狭山駅３㎞、車で８分 平尾地区共同墓地管理委員会

大阪府 豊中市立火葬場 大阪府豊中市新千里南町２丁目６番３号 06-6871-4500 06-6155-3010 chiikifuk@city.toyonaka.osaka.jp 北大阪急行電鉄桃山台駅から車で３分 豊中市役所 福祉部地域共生課
06-6858-2288･
2289

大阪府 高槻市立葬祭センター 大阪府高槻市安満御所の町４番１号 072-687-1042 072-687-2040 saien-82@city.takatsuki.osaka.jp http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/saien/gyomuannai/kaso.html ＪＲ高槻駅から２㎞，車で１０分 高槻市 市民生活部斎園課 072-674-7192

大阪府 枚方市立やすらぎの杜 大阪府枚方市車塚１丁目１番３０号 072-857-4123 072-857-4114 http://h-yasuraginomori.jp/  京阪牧野駅より２ｋｍ車で７分 枚方市役所 環境部環境保全課 050-7102-6005

大阪府 八尾市立斎場 大阪府八尾市南植松町３－５０－３ 072-923-1493 072-992-9666 kankyousisetuka@city.yao.osaka.jp https://www.city.yao.osaka.jp/0000012377.html ＪＲ大和路線八尾駅から徒歩約２５分 八尾市役所 経済環境部環境施設課 072-991-7362

大阪府 寝屋川市立寝屋川斎場 大阪府寝屋川市池の瀬町５番２号 072-831-2131 072-831-7559 simin@city.neyagawa.jp https://www.city.neyagawa.osaka.jp ＪＲ星田駅から１．６ｋｍ 寝屋川市役所 市民生活部市民課 072- 825-2204

大阪府 額田斎場 大阪府東大阪市南荘町７番２６号 072-981-4454 072-987-0352 近鉄奈良線額田駅から西へ２ｋｍ，徒歩１０分 東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192

大阪府 岩田斎場 大阪府東大阪市岩田町５丁目１４番１号 072-962-3635 072-962-3635 近鉄奈良線若江岩田駅から北へ２ｋｍ，徒歩１０分 東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192

大阪府 荒本斎場 大阪府東大阪市菱屋東３丁目５番１７号 06-6789-4156 近鉄東大阪線荒本駅から南へ１ｋｍ，徒歩１０分 東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192

大阪府 今米斎場 大阪府東大阪市今米１丁目８番２３号 072-962-5958 072-962-5958
近鉄東大阪線吉田駅から東へ川中交差点を北へ３００
ｍ，徒歩１０分

東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192 平成３０年７月から休場

大阪府 小阪斎場 大阪府東大阪市宝持４丁目１１番２号 06-6721-6956 06-6722-4889 近鉄奈良線八戸ノ里駅から南へ８００ｍ，徒歩５分 東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192

大阪府 長瀬斎場 大阪府東大阪市長瀬町２丁目６番３号 06-6722-2769 06-6722-2769 近鉄大阪線長瀬駅から１㎞，徒歩５分 東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192 平成３０年４月から休場
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１１．備考

大阪府 楠根斎場 大阪府東大阪市長田西１丁目２番１８号 06-6782-4295 06-6782-4295
地下鉄中央線長田駅から西へ藤戸新田交差点南へ１５
０ｍ、徒歩１５分

東大阪市 健康部斎場管理課 06-4309-3192

大阪府 能勢町営斎場 大阪府豊能郡能勢町宿野４３９－１１ 072-731-2000 072-731-2001 阪急宿野バス停から車で約５分 能勢町役場 環境創造部地域振興課美化衛生係 072-734-3171

大阪府 池田市立火葬場 大阪府池田市桃園２丁目２番５号 072-754-2182 072-754-2182 阪急電車池田駅から１ｋｍ、車で５分、徒歩約１５分 池田市役所 市民生活部総合窓口課 072-752-1111

大阪府 箕面市立聖苑 箕面市半町４丁目６番３２号 072-720-7980 072-720-7982 minoseien@gmail.com https://minoseien.wixsite.com/seien 阪急箕面線桜井駅から南へ８００ｍ 箕面市役所 市民部市民サービス政策室 072-724-6717

大阪府 茨木市立斎場 大阪府茨木市大住町１８番１６号 072-622-5141 072-622-5142 shimin@city.ibaraki.lg.jp
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/sumai/sogi_saijo/1311129530312.htm
l

ＪＲ総持寺駅から０．８ｋｍ、車で５分 茨木市役所 市民文化部市民課 072-620-1645

大阪府 摂津市斎場 大阪府摂津市南別府町２番１号 06-6340-7968 06-6340-7968 阪急電車正雀駅から２．５ｋｍ、車で１０分 摂津市役所 市民生活部市民課 06-6383-1111

大阪府 吹田市立やすらぎ苑 大阪府吹田市吹東町１７－１ 06-6381-1689 http://yasuragien-suita.com/
ＪＲ吹田駅徒歩１５分
阪急電鉄相川駅徒歩１３分
名神高速道路吹田ＩＣ約ｋｍ約２０分

吹田市役所 環境部地域環境課 06-6384-1361

大阪府 柏原市斎場 大阪府柏原市大字雁多尾畑６３３９番地 072-979-0417 072-979-0417 ＪＲ高井田駅から３ｋｍ、車で２０分 柏原市 環境対策課 072-972-1534

大阪府 藤井寺市営火葬場 大阪府藤井寺市小山２丁目１３－７ 近鉄電車藤井寺駅から２ｋｍ,徒歩２０分 藤井寺市役所 市民生活部市民課 072-939-1111

大阪府 富田林市立斎場 大阪府富田林市大字佐備２５９４番地１５ 0721-33-6200 0721-33-6201 近鉄富田林駅から約７．５ｋｍ、車で２０分 富田林市 市民人権部衛生課 0721-25-1000

大阪府 市営斎場　金剛霊殿 大阪府河内長野市天野町１３０４－３ 0721-54-3189 0721-56-1700 kawachinagano@fuji-kasouro.co.jp http://kawachinagano-saijou.com/index.html 河内長野駅からバスで２４分、徒歩７分 河内長野市役所 環境経済部環境政策課 0721-53-1111

大阪府 大阪狭山市立斎場 大阪府大阪狭山市東野中一丁目１５４０番地 072-366-7205 072-366-7205 seikatsu@city.osakasayama.osaka.jp
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/bochi_saijo/saijyou/1
411613266637.html

南海高野線狭山駅下車東へ徒歩２０分 大阪狭山市役所 市民生活部生活環境グループ 072-366-0011

大阪府 和泉市立いずみ霊園 大阪府和泉市小野町甲１５番地の３ 0725-43-1242 0725-43-0277 shiminka@city.osaka-izumi.lg.jp ＪＲ阪和線和泉府中駅から５ｋｍ、車で約１２分 和泉市役所 環境産業部市民室 0725-41-1551

大阪府 高石斎場 大阪府高石市千代田２丁目１３番２１号 072-264-8674 072-264-8674 shimin@takaishi.lg.jp 南海本線高石駅より６００ｍ、徒歩７分
高石市泉大津市墓地組合
（高石市、泉大津市）

高石市泉大津市墓地組合事務局（高石
市総務部市民課内）

072-275-6473

大阪府 泉大津市営火葬場 大阪府泉大津市汐見町１０４－７ 0725-20-6335 0725-20-6336 simin@city.izumiotsu.lg.jp 南海本線泉大津駅から約２Ｋｍ、車で５分 泉大津市役所 総務部市民課
0725-33-1131
0725-33-0067

大阪府 忠岡町立忠岡斎場 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南２－１７－３３ 0725-22-7839 南海電鉄忠岡駅から５００ｍ徒歩１０分 忠岡町役場 住民部住民課 0725-22-1122

大阪府 岸和田市立斎場 大阪府岸和田市流木町１０９２番地の１ 072-427-3958 072-427-6001 sougi@city.kishiwada.osaka.jp ＪＲ阪和線東岸和田駅から３㎞ 岸和田市役所 市民環境部市民課 072-423-9452

大阪府 貝塚市立斎場 大阪府貝塚市橋本９６７番地１ 072-422-0842 072-422-0842 saijo@ctiy.kaizuka.lg.jp ＪＲ和泉橋本駅から０．８㎞、徒歩１０分、車で５分 貝塚市役所 総務市民部市民課 072-433-7280

大阪府 熊取町営斎場 大阪府泉南郡熊取町大字久保２９８３番地の１ 072-452-6600 072-452-9004 ＪＲ熊取駅から７．５㎞，車で２０分 熊取町役場 住民部環境課 072-452-6097

大阪府
泉佐野市営檀波羅浄園付
設火葬場

大阪府泉佐野市松風台１丁目１９３２番地 072-462-0090 072-462-1118 kankyou@city.izumisano.lg.jp ＪＲ阪和線熊取駅から２㎞，車で５分 泉佐野市役所 生活産業部環境衛生課 072-462-0090

大阪府 田尻町火葬場 大阪府泉南郡田尻町吉見５２２番地 南海本線吉見ノ里駅から１ｋｍ、車で３分 田尻町役場 住民部生活環境課 072-466-5005

泉南市 市民生活環境部環境整備課 072-483-9871

阪南市 市民部生活環境課 072-471-5678

大阪府 岬町立淡輪火葬場 大阪府泉南郡岬町淡輪５６５３番地の１ 072-494-0042
南海電鉄淡輪駅から２ｋｍ

岬町役場 しあわせ創造部　生活環境課 072-492-2714

大阪府 飯盛斎場 大阪府四條畷市大字下田原２４５７番地 0743-78-1195 0743-78-1196 kanri@iimorireienkumiai.shijonawate.osaka.jp https://iimorireienkumiai.shijonawate.osaka.jp/iimorireien/con-saijo/ ＪＲ学研都市線四条畷駅から６キロ、車で１５分
一部事務組合（守口市、門真市、大東
市、四條畷市）

管理課 0743-78-1195

兵庫県 神戸市立甲南斎場 兵庫県神戸市東灘区本山町田中字南小路４２３ 078-851-8050 078-821-2088 ＪＲ住吉駅から車で約１０分 神戸市 保健福祉局健康部斎園管理課 078-322-5251

兵庫県 神戸市立有馬斎場 兵庫県神戸市北区有馬町字京口山１８１４ 078-743-1234 078-742-2330 神戸電鉄有馬温泉駅から車で約７分 神戸市 保健福祉局健康部斎園管理課 078-322-5251

兵庫県 神戸市立鵯越斎場 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１ 078-743-1234 078-742-2330 ＪＲ三宮駅から市ﾊﾞｽで約２０分 神戸市 保健福祉局健康部斎園管理課 078-322-5251

兵庫県 神戸市立西神斎場 兵庫県神戸市西区神出町南字美濃谷６００ 078-961-5251 078-961-5252 市営地下鉄西神駅から車で約１５分 神戸市 保健福祉局健康部斎園管理課 078-322-5251

https//s-h-kasou.com ＪＲ和泉砂川駅から３．９㎞，車で１０分大阪府 泉南阪南共立火葬場 大阪府泉南市信達市場２４６４番２６ 072-447-6460 072-447-6461 sennanhannan.kasou＠ｇmail.com



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

兵庫県 名古山斎場 兵庫県姫路市名古山町１４－１ 079-297-5030 079-297-5031 nagoyamareien@city.himeji.lg.jp http://www.city.himeji.hyogo.jp/ ＪＲ山陽本線姫路駅から３㎞,車で１０分 姫路市
市民局市民生活部
名古山霊苑管理事務所

079-297-5030

兵庫県 清水谷斎場 兵庫県姫路市夢前町宮置２－６０ 079-335-0451 079-424-7703 nagoyamareien@city.himeji.lg.jp http://www.city.himeji.hyogo.jp/ ＪＲ山陽本線姫路駅から１０㎞,車で４０分 姫路市
市民局市民生活部
名古山霊苑管理事務所

079-297-5030

兵庫県 宮区火葬場 兵庫県姫路市家島町宮字東破風 宮桟橋から２km､徒歩２０分 姫路市（家島町宮区会） 姫路市保健所　衛生課 079-289-1633

兵庫県 真浦区火葬場 兵庫県姫路市家島町真浦字矢内谷１９５２ 真浦桟橋から１km､徒歩１０分 姫路市（家島町真浦区会） 姫路市保健所　衛生課 079-289-1633

兵庫県 男鹿火葬場 兵庫県姫路市家島町宮２１６５－１１ 男鹿島タテの浜から５km､車１５分 姫路市（地域自治会） 姫路市保健所　衛生課 079-289-1633

兵庫県 坊勢火葬場 兵庫県姫路市家島町坊勢６９８－１９ 坊勢汽船桟橋から２km､徒歩２０分 姫路市（家島町坊勢区会） 姫路市保健所　衛生課 079-289-1633

兵庫県 こうふく苑 兵庫県姫路市香寺町土師３３３ 079-232-3196 079-232-0627 saien@crux.ocn.ne.jp ＪＲ溝口駅から２㎞､車３分
姫路福崎斎苑施設事務組合
（姫路市，福崎町）

姫路福崎斎苑施設事務組合事務局 079-232-3196

兵庫県 尼崎市立弥生ケ丘斎場 兵庫県尼崎市弥生ケ丘町１番１号 06-6491-2500 06-6491-2500 ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp; http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/saijo_boen/saijo/051_saijo.html ＪＲ尼崎駅から３km､車で１０分 尼崎市役所 健康福祉局保健部生活衛生課 06-4869-3017

兵庫県 あかし斎場旅立ちの丘 兵庫県明石市和坂１丁目１番１２号 078-928-0940 078-928-3042 saijo-c@city.akashi.lg.jp http://www.city.akashi.lg.jp/shimin_kenkou/saijou_cen/index.html ＪＲ明石駅から２㎞,車で１０分 明石市
市民生活局市民生活室斎場管理セン
ター

078-928-0940

兵庫県 西宮市満池谷火葬場 兵庫県西宮市奥畑７番１１５号 0798-72-2340 0798-74-6811 阪急電車苦楽園口駅から東へ約１km､車で３分｡ 西宮市 環境局環境総括室斎園管理課 0798-35-3306

兵庫県 洲本市火葬場 兵庫県洲本市小路谷１０６３－１ 0799-22-6917 0799-22-6917 洲本バスセンター（ＪＲバス乗入)から２km､車で５分 洲本市 市民生活部環境整備課 0799-22-3321

兵庫県 五色台聖苑 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦２６９６番地 0799-34-0612 0799-34-0635 ＪＲ垂水駅から４５km､車で６０分 洲本市 市民生活部環境整備課 0799-22-3321

兵庫県 芦屋市聖苑 兵庫県芦屋市三条町３９番３２号 0797-25-2478 0797-25-2480 kankyo@city.ashiya.lg.jp http://www.city.ashiya.lg.jp/kankyou/kasouba.html ＪＲ芦屋駅から２㎞,車で５分 芦屋市 市民生活部環境課 0797-38-3105

兵庫県 伊丹市営斎場 兵庫県伊丹市船原２丁目４番２０号 072-782-2176 072-782-2176 gorin.itami1@zeus.eonet.ne.jp
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/ITAMISIEI_SAI
JO/index.html

阪急電鉄伊丹駅から約０．５㎞､徒歩７分 伊丹市 市民自治部環境政策室生活環境課 072-781-5371

兵庫県 ささゆり苑 兵庫県相生市相生字成５５７番地 0791-22-7132 0791-22-7132 ＪＲ相生駅から２．３km､車で１０分 相生市 環境課 0791-23-7131

兵庫県 豊岡市立豊岡斎場 兵庫県豊岡市高屋４６７番地 0796-22-2013 0796-22-4026 ＪＲ豊岡駅から３㎞,車で５分 豊岡市 市民生活部生活環境課 0796-23-5304

兵庫県 加古川市斎場 兵庫県加古川市上荘町白沢２５９番地の２７ 079-428-1915 079-428-1909 gorin@honey.ocn.ne.jp http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminbu/kakogawashisaijo/ ＪＲ厄神駅から４㎞,車で１０分 加古川市 市民部市民課 079-427-9183

兵庫県 赤穂市斎場 兵庫県赤穂市南野中７５９番地２ 0791-42-2310 ＪＲ坂越駅から１．６km､車で３分 赤穂市 市民部美化センター 0791-42-3841

兵庫県 西脇多可広域斎場 兵庫県西脇市寺内５１９番地 0795-22-3644 0795-22-0771 yasuragi@celery.ocn.ne.jp http://www.city.nishiwaki.lg.jp ＪＲ日本へそ公園駅から２km､車で３分
西脇多可行政事務組合
（西脇市、多可町）

西脇多可行政事務組合総務課 0795-28-9511

兵庫県 宝塚市営火葬場 兵庫県宝塚市川面字長尾山１５番地の４２３ 0797-87-7133 0797-87-3563
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/?PTN=LV3&LV2=6&LV3=32&LV4=0&Regid
=4009

ＪＲ宝塚駅から北へ約３㎞,車で１５分 宝塚市 環境部生活環境課 0797-77-2073

兵庫県 三木市立みきやま斎場 兵庫県三木市福井字三木山２４６５番３ 0794-82-2496 0794-82-0194 神戸電鉄恵比須駅から１．５㎞,車で５分 三木市 市民生活部市民課 0794-82-2000

兵庫県 高砂市立火葬場 兵庫県高砂市西畑４丁目１５番２２号 079-443-0093 079-443-0092 takasago-gorin-0093@sage.ocn.ne.jp http://www.city.takasago.hyogo.jp/index.cfm/6,0,82,405,html 山陽電鉄高砂駅から南西へ１．５㎞,徒歩１５分 高砂市 生活環境部環境経済室　環境政策課 079-443-9029
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは㈱五輪
URLは高砂市役所

兵庫県 川西市斎場 兵庫県川西市柳谷字鷹尾山柿木谷10番地の1 072-799-0331 072-799-0331 http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/gomi_kankyo/kankyo_eisei/saijo.html 阪急電鉄川西能勢口駅から８㎞､車で１５分 川西市 市民環境部環境衛生課 072-758-3262

兵庫県 小野加東斎場 兵庫県小野市万勝寺町４３５－８８ 0794-67-0164 0794-67-1602 yusuien@nosai-onokato.jp http://www.nosai-onokato.jp 神戸電鉄小野駅から８km,車で１６分
小野加東広域事務組合
（小野市、加東市）

小野加東広域事務組合施設課 0794-67-0164

兵庫県 三田市聖苑 兵庫県三田市下槻瀬７４８－１ 079-569-1215 079-569-1215 http:/www.city.sanda.lg.jp/seikatsueisei/hijrisono.html ＪＲ三田駅から６km､車で１０～１５分 三田市 まちの再生部環境共生室環境創造課 079-559-5064

兵庫県 加西市斎場 兵庫県加西市鴨谷町字少婦谷３０７番地の６ 0790-44-0760 0790-44-0760 http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/01kura/14saij.htm 北条鉄道「北条町駅」から約２Km､車で約１０分 加西市 生活環境部環境課 0790-42-8716

兵庫県 丹波篠山市営斎場 兵庫県丹波篠山市栗柄１１５５ 079-590-8200 079-590-8201 http://www.city.sasayama.hyogo.jp ＪＲ篠山口駅から１４km､車で２０分 丹波篠山市 市民生活部　市民衛生課
079-552-1111
（代）

兵庫県 静霊苑 兵庫県養父市八鹿町朝倉１００番地 ＪＲ八鹿駅から３㎞,車で１０分 養父市 市民生活部市民課 079-662-3163



都道
府県
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１１．備考

兵庫県 丹波市氷上斎場 兵庫県丹波市氷上町絹山１０２５番地１ 0795-82-4217 0795-82-4252 kankyou@city.tamba.lg.jp https://www.city.tamba.lg.jp/site/okuyami/hikamisaijyou.html ＪＲ石生駅から８ｋｍ，車で１４分 丹波市 生活環境部環境課 0795-82-1001

兵庫県 丹波市柏原斎場つつじ苑 兵庫県丹波市柏原町下小倉２０８８番地２０ 0795-72-5588 0795-72-5589 kankyou@city.tamba.lg.jp https://www.city.tamba.lg.jp/site/okuyami/kaibarasaijyou.html ＪＲ柏原駅から４ｋｍ，,車で１４分 丹波市 生活環境部環境課 0795-82-1001

兵庫県 南あわじ市火葬場 兵庫県南あわじ市賀集八幡南５８３番地３０ 0799-54-0258 0799-53-0184 kasouba@city.minamiawaji.hyogo.jp 南あわじ市三原庁舎から６㎞､車で１０分 南あわじ市 市民生活部生活環境課 0799-43-5024

兵庫県 沼島火葬場 兵庫県南あわじ市沼島 0799-57-0001 南あわじ市沼島出張所から徒歩１０分 南あわじ市 市民生活部生活環境課 0799-43-5024

兵庫県 朝来市斎場 兵庫県朝来市山東町大月字東南山２３－２ 079-670-7710 079-670-7720 gorin@sasayuri-net.jp http://www.city.asago.hyogo.jp/0000001071.html ＪＲ梁瀬駅から２㎞,車で５分 朝来市 市民生活部市民課 079-672-6120

兵庫県 淡路市営津名火葬場 兵庫県淡路市生穂２９１０番地 0799-64-1504 awaji_s_kankyou@city.awaji.hyogo.jp http://www.city.awaji.hyogo.jp 神戸淡路鳴門自動車道津名一宮ＩＣより車で約１０分 淡路市 市民生活部生活環境課 0799-64-2523

兵庫県 淡路市営岩屋火葬場 兵庫県淡路市岩屋３１３９番地４ 0799-72-4479 awaji_s_kankyou@city.awaji.hyogo.jp http://www.city.awaji.hyogo.jp 神戸淡路鳴門自動車道淡路ＩＣより車で約５分 淡路市 市民生活部生活環境課 0799-64-2523

兵庫県 淡路市営室津火葬場 兵庫県淡路市室津２２９番地 0799-84-0149 awaji_s_kankyou@city.awaji.hyogo.jp http://www.city.awaji.hyogo.jp 神戸淡路鳴門自動車道北淡ＩＣより車で約５分 淡路市 市民生活部生活環境課 0799-64-2523

兵庫県 淡路市営東浦火葬場 兵庫県淡路市久留麻１２８９番地 0799-74-4737 awaji_s_kankyou@city.awaji.hyogo.jp http://www.city.awaji.hyogo.jp 神戸淡路鳴門自動車道東浦ＩＣ車で約１０分 淡路市 市民生活部生活環境課 0799-64-2523

兵庫県 しらぎく苑 兵庫県宍粟市一宮町杉田５０３番地３ 0790-72-0912 0790-72-0922 ＪＲ新宮駅から約３０km、車で概ね45分 宍粟市 市民生活部環境課 0790-63-3506

兵庫県 つつじ苑 兵庫県宍粟市千種町千草７９３番地６ 0790-76-3335 0790-76-3335 ＪＲ新宮駅から約５０km、車で概ね70分 宍粟市 市民生活部環境課 0790-63-3506

兵庫県 あじさい苑 兵庫県姫路市安富町安志７２６ 0790-66-3353 0790-66-3460 中国道山崎インターから約３km車で５分 宍粟市 市民生活部環境課 0790-63-3506

兵庫県
播磨高原斎場
（通称　こぶし苑）

兵庫県たつの市新宮町光都３丁目３７番１号 0791-58-0471 0791-58-0550 somu@harimakogen.jp http://www.harimakogen.jp/ ＪＲ播磨新宮駅から１５㎞,車で２５分
播磨高原広域事務組合
（たつの市、上郡町、佐用町)

総務課 0791-58-0575

兵庫県 猪名川霊照苑 兵庫県川辺郡猪名川町木津字奥山４７番地の３ 072-768-1206 072-768-1060 能勢電鉄日生中央駅から１２km 車で１０分 猪名川町 地域振興部産業観光課環境対策室 072-768-0818

兵庫県 稲美斎場ひじり苑 兵庫県加古郡稲美町中一色２８５番地の２ 079-492-7551 079-492-7552 hijirien@kakoeisei.or.jp http://www.kakoeisei.or.jp/ ＪＲ東加古川駅から４㎞，車で１０分
加古郡衛生事務組合
（稲美町，播磨町）

加古郡衛生事務組合総務 079-437-7578

兵庫県 市川斎場 兵庫県神崎郡市川町屋形字飯盛１０６８番地の４０ 0790-28-0780 0790-28-0780 c-clean@kcni.ne.jp ＪＲ甘地駅から３㎞,車で５分
中播北部行政事務組合
（市川町、神河町）

中播北部行政事務組合事務局 0790-32-2888

兵庫県
揖龍火葬場（筑紫の丘斎
場）

兵庫県揖保郡太子町佐用岡７３２ 079-277-5500 079-277-5511 tsukushinooka@juno.ocn.ne.jp http://www.iryu-eisei.jp/under/section/section_03/section_03.html ＪＲ網干駅から４km,車で１０分
揖龍保健衛生施設事務組合
(たつの市、太子町）

揖龍保健衛生施設事務組合
衛生業務課

079-277-5500

兵庫県 香住斎場 兵庫県美方郡香美町香住区下浜１５１０ 0796-36-3144 ＪＲ香住駅から５㎞,車で１０分 香美町 町民課 0796-36-1111

兵庫県 広域美方苑 兵庫県美方郡新温泉町竹田９５６番地の２ 0796-92-1004 0796-92-1004 ＪＲ浜坂駅から１０㎞,車で２０分
美方郡広域事務組合
（香美町、新温泉町）

総務課 0796-92-2410

奈良県 奈良市東山霊苑火葬場 奈良県奈良市白亳寺町973番地 seikatsukankyo@city.nara.lg.jp
近鉄奈良駅から3.3㎞,車で11分
JR奈良駅から3.8km､車で13分

奈良市役所 市民部生活環境課 0742-34-3502

奈良県 大和高田市営斎場 奈良県大和高田市材木町11番11号 0745-25-1574 0745-25-1574 eisei@city.yamatotakada.nara.jp JR大和路線高田駅から1.3km､車で4分 大和高田市役所 環境建設部環境衛生課 0745-22-1101

奈良県 大和郡山市清浄会館 奈良県大和郡山市九条町1051 0743-52-2892 0743-52-2779 KANKYO@city.yamatokoriyama.lg.jp
近鉄郡山駅バス｢若草台｣行き泉が丘住宅前 またはタク
シーで約10分

大和郡山市役所 産業振興部環境政策課 0743-53-1615

奈良県 天理市聖苑 奈良県天理市豊田町918-1 0743-65-5000 0743-61-0916 kannkyouseisaku@city.tenri.lg.jp
http://www.city.tenri.nara.jp/shisetsu/seikatsuchuushajou/tenrishiseien/1394
697970520.html

JR､近鉄天理駅から2.5㎞,車で10分 天理市役所 環境経済部環境政策課 0743-63-1001

奈良県 橿原市営斎場 奈良県橿原市南山町777番地 0744-25-1650 0744-25-6832 kankyoeisei@city.kashihara.lg.jp http://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c4af94165909e2ebe44d965 JR香久山駅から3km,車で5分 橿原市 環境づくり部環境衛生課 0744-47-3511

奈良県 桜井市火葬場 奈良県桜井市大字外山625 0744-42-3520 0744-42-3632 kenko@city.sakurai.lg.jp 近鉄､JR桜井駅から2㎞､車で10分 桜井市役所 すこやか暮らし部けんこう増進課 0744-45-3443

奈良県 五條市斎場 奈良県五條市五條4丁目10番1号 0747-22-5625 0747-22-7020 saijo@city.gojo.lg.jp JR五条駅から1km 、車で約5分 五條市役所 産業環境部生活環境課　五條市斎場 0747-22-5625

奈良県 御所市火葬場 奈良県御所市大広町203
0745-62-2332
0745-66-1087

0745-66-2441 clean@city.gose.lg.jp 近鉄御所駅から約0.2㎞,車で徒歩5分 御所市役所 市民安全部環境政策課
0745-66-1087
0745-62-2332

奈良県 生駒市営火葬場 奈良県生駒市東菜畑1-90 0743-73-4629 0743-73-4629 kankyohozen@city.ikoma.lg.jp 近鉄東生駒駅から0.5㎞,車で3分 生駒市役所 市民部環境保全課
0743-74-1111
（内線374）

奈良県 香芝市営火葬場 奈良県香芝市下田東５丁目６９０ 0745-44-0366 0745-76-0366 simineisei@city.kashiba.lg.jp JR香芝駅から0.7㎞,車で5分 香芝市役所 市民環境部市民衛生課 0745-44-3306



都道
府県
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１１．備考

奈良県 葛城市火葬場 奈良県葛城市寺口１６２８ 0745-69-5969 0745-69-5142 kankyou@city.katsuragi.lg.jp http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/17,2990,80,html 近鉄新庄駅から２．６Km､車で約１０分 葛城市役所 市民生活部環境課
0745-69-3001
0745-44-5004
（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

奈良県 宇陀市営榛原斎場 奈良県宇陀市榛原山辺三2903番地の2 0745-82-5165 0745-82-5165 kankyoutaisaku@city.uda.lg.jp 近鉄榛原駅から7Km,車で20分 宇陀市役所 市民環境部環境対策課 0745-82-2202

奈良県 宇陀市営不帰堂火葬場 奈良県宇陀市大宇陀大東34-1 0745-82-2202 0745-82-7234 kankyoutaisaku@city.uda.lg.jp 大宇陀地域事務所から2Km,車で5分 宇陀市役所 市民環境部環境対策課 0745-82-2202

奈良県 平群野菊の里斎場 奈良県生駒郡平群町櫟原382 0745-45-7480 0745-45-7481 jyuumin@town.heguri.lg.jp 近畿日本鉄道東山駅から2.2km,車で5分 平群町役場 住民生活課 0745-45-1439

奈良県 三郷町営竜の子斎場 奈良県生駒郡三郷町立野南2丁目25番1号 0745-73-8633 0745-32-2779 kankyoseisaku@town.sango.lg.jp http://www.tatsunokoreien.com/
JR三郷駅から約1km､車で約5分｡近鉄信貴山下駅から
約2km､車で約10分

三郷町役場 環境整備部環境対策課 0745-43-7341

奈良県 斑鳩町営火葬場 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1丁目12番30号 0745-74-2885 0745-74-2885 kankyou@town.ikaruga.lg.jp JR法隆寺駅から3㎞,車で10分 斑鳩町役場 住民生活部環境対策課 0745-74-1001

奈良県 下永火葬場 奈良県磯城郡川西町大字下永1286番地 fjumin@town.nara-kawanishi.lg.jp 近鉄橿原線結崎駅から1.6㎞｡車で5分｡ 川西町 住民保険課 0745-44-2611

奈良県 結崎墓地 奈良県磯城郡川西町大字結崎1978番地 0745-44-0278 fjumin@town.nara-kawanishi.lg.jp 近鉄橿原線結崎駅から2.0㎞｡車で5分｡ 八ケ郷墓地管理組合 住民保険課 0745-44-2611

奈良県 松本・西竹田共同墓地 奈良県磯城郡田原本町松本18-2 0744-33-8000 0744-33-8010 kenko@town.tawaramoto.lg.jp 近鉄橿原線田原本駅から2.5km 車で15分 松本・西竹田の墓郷 住民福祉部健康福祉課 0744-33-8000

奈良県 極楽寺火葬場 奈良県磯城郡田原本町千代181 0744-55-0489 kenko@town.tawaramoto.lg.jp 近鉄橿原線田原本駅から2km 車で15分 墓郷（１３大字） 住民福祉部健康福祉課 0744-33-8000

奈良県 教安寺火葬場 奈良県磯城郡田原本町平田23 0744-32-2633 kenko@town.tawaramoto.lg.jp 近鉄橿原線田原本駅から2km 車で15分 墓郷（２７大字） 住民福祉部健康福祉課 0744-33-8000

奈良県 薬王寺共同霊園 奈良県磯城郡田原本町薬王寺140 0744-33-8000 0744-33-8010 kenko@town.tawaramoto.lg.jp 近鉄橿原線田原本駅から1km 車で10分 大字薬王寺・三笠・十六面の墓郷 住民福祉部健康福祉課 0744-33-8000

奈良県 ふきあげ斎場 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野1788の309番地 0745-95-3369 n-minoru@m5.kcn.ne.jp 近鉄榛原駅から30km､車で30分 曽爾御杖行政一部事務組合
曽爾御杖行政一部事務組合
環境衛生係

0745-95-2213

奈良県 高取町営火葬場（昇華苑） 奈良県高市郡高取町大字清水谷2654番地 0744-52-2606 jyuumin1@town.takatori.nara.jp 近鉄壺阪山駅から約1㎞、車で3分 高取町役場 住民課 0744-52-3334

奈良県 静香苑 奈良県北葛城郡王寺町畠田1丁目153番地1 0745-33-5301 0745-33-5310 seikaen@biscuit.ocn.ne.jp http://nara-seikaen.com/
･JR大和路線(王寺駅)･近鉄生駒線(王寺駅)･近鉄田原
本線(新王寺駅)からﾀｸｼｰで10分
･西名阪自動車道(香芝IC)から車で約15分

（王寺町・河合町・上牧町） 静香苑　環境施設組合 0745-33-5301

奈良県 広陵町営斎場 奈良県北葛城郡広陵町佐味田2151番地 0745-56-3780 kankyoanzen@town.nara-koryo.lg.jp 近鉄田原線｢箸尾｣駅徒歩約30分 車で5分 広陵町役場 生活部環境・安全安心課 0745-55-1001

奈良県
吉野広域行政組合
吉野斎場

奈良県吉野郡吉野町大字河原屋767番地 0746-32-1275 kankyou_t@town.yoshino.lg.jp 近鉄大和上市駅から3.6㎞･車で6分 吉野広域行政組合
吉野町役場暮らし環境整備課環境対策
室

0746-32-9024

奈良県 大淀町営斎場 奈良県吉野郡大淀町下渕525 0747-52-6902 kankyouseibi@town.oyodo.lg.jp 近鉄下市口駅から約1.2km,車で5分 大淀町 建設環境部環境整備課 0747-52-5501

奈良県 下市町火葬場 奈良県吉野郡下市町大字新住1010番地 0747-52-5901 0747-53-0309 shisuien@town.shimoichi.lg.jp 近鉄下市口駅から2km,自動車で5分 下市町 生活環境課 0747-52-5901

奈良県 赤滝火葬場 奈良県吉野郡黒滝村赤滝139 0747-62-2031 0747-62-2569 kuro_j@vill.kurotaki.lg.jp 近鉄吉野線下市口駅から20㎞車で30分 赤滝区 住民生活課 0747-62-2031

奈良県 天川村火葬場 奈良県吉野郡天川村大字栃尾512番地 0747-65-0119 jyumin@vill.tankawa.lg.jp 近鉄下市口駅から25㎞、車で35分 天川村役場 住民課 0747-63-0321

奈良県
上下北山衛生一部事務組
合火葬場

奈良県吉野郡上北山村大字白川字下ﾓ谷1340-4 07468-3-0254 kankyo@vill.shimokitayama.lg.jp
上北山村役場から10km､車で10分｡下北山村役場から
15km､車で20分

上下北山衛生一部事務組合 下北山村　住民課 07468-6-0001

和歌山県 和歌山市斎場 和歌山県和歌山市南出島１００－１ 073-471-2921 073-472-3890 saijo@city.wakayama.lg.jp ＪＲ和歌山駅から約3㎞，車で10分 和歌山市 保険医療部保険総務課 073-435-1069

和歌山県 海南市下津斎場 和歌山県海南市下津町梅田670ｰ31 0736-43-2680 073-492-4152 kankyo@city.kainan.gobo.lg.jp JR加茂郷駅から3km,車で10分 海南市役所 くらし部 環境課 073-483-8457

和歌山県 高野口斎場 和歌山県橋本市高野口町名倉1380番地 0736-43-2680 0736-43-2680 JR和歌山線高野口駅から約1.5km,車で5分 橋本市 橋本市水道環境部　生活環境課 0736-33-6100

和歌山県 御坊市斎場 和歌山県御坊市島1073番地1 0738-23-4101 JR御坊駅から1km,車で10分 御坊市役所 市民福祉部環境衛生課 0738-23-5506

和歌山県 田辺市斎場 和歌山県田辺市上の山一丁目11番25号 0739-22-2887 0739-22-3100 kankyo@city.tanabe.lg.jp http://www.city.tanabe.lg.jp/kankyo/saijo.html JR紀伊田辺駅から4km,車で10分 田辺市役所 市民環境部　環境課 0739-26-9927
令和2年.6月新斎場供用開始
予定

和歌山県 清浄苑 和歌山県新宮市新宮8002-96 0735-22-7774 0735-22-7774 http://park3.wakwak.com/~nanseien/ JR新宮駅から車で約15分 紀南環境衛生施設事務組合 紀南環境衛生施設事務組合 0735-22-7774

和歌山県 岩出市火葬場 和歌山県岩出市根来２２７３－５ 0736-62-5060 JR岩出駅から7km,車で10分 岩出市役所 生活福祉部生活環境課 0736-62-2141
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和歌山県 五色台広域施設組合 和歌山県海草郡紀美野町国木原577ｰ4 073-489-5505 073-489-5503 goshiki@jeans.ocn.ne.jp http://goshikidai.jp/ JR海南駅から車で約30分 紀美野町、海南市、紀の川市 五色台広域施設組合　事務局 073-489-5505

和歌山県 かつらぎ斎場
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺１４７１番地の１
７

0736-22-6208 0736-22-6208 ＪＲ和歌山線妙寺駅から約２㎞，車で１０分 かつらぎ町 かつらぎ町役場住民福祉課 0736-22-0300

和歌山県 高野町斎場 和歌山県伊都郡高野町大字高野山字千本槇19ｰ4 0736-56-5515 0736-56-4745 soumu@town.koya.wakayama.jp 南海電鉄高野山駅から約6km,車で20分 高野町 高野町役場総務課 0736-56-3000

和歌山県 湯浅斎場 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355ｰ20 kankyou@town.yuasa.lg.jp JR湯浅駅から２km、車で５分 湯浅町 住民生活課環境係
0737-63-2525

和歌山県 有田聖苑事務組合 和歌山県有田郡有田川町吉見385ｰ1 0737-52-3055 0737-52-4708 arisei@ia9.itkeeper.ne.jp JR藤並駅から車で約12分 有田聖苑事務組合 建設環境部環境衛生課 0737-52-2111

和歌山県 有田川町清水斎場 和歌山県有田郡有田川町清水1038ｰ8 0737-25-1598 有田川町清水行政局から約1.2km、車で約3分 有田川町 有田川町清水行政局建設環境室
0737-52-2111
(代表)

和歌山県 美浜火葬場 和歌山県日高郡美浜町和田１１３９番地の３ 0738-23-0666 ＪＲ御坊駅から５㎞，車で１５分 美浜町役場 住民課 0738-23-4904

和歌山県 日高町斎場 和歌山県日高郡日高町比井１４３９番地の１ 0738-64-2822 ＪＲ紀伊内原駅から6.5㎞，車で10分 日高町役場 住民福祉課 0738-63-3800

和歌山県 由良斎場 和歌山県日高郡由良町江ノ駒２５０－１ 0738-65-1973 ＪＲ紀伊由良駅から１ｋｍ、車で２分 由良町 住民福祉課 0738-65-0201

和歌山県 印南町斎場 日高郡印南町印南２０７０－１０ seikan@town.wakayama-inami.lg.jp ＪＲ印南駅から３km,車で10分 印南町役場 生活環境課 0738-42-1732

和歌山県 みなべ町斎場 和歌山県日高郡みなべ町東本庄 0739-74-3150 ＪＲ南部駅から8㎞，車で10分 みなべ町 生活環境課 0739-72-3605

和歌山県 川辺斎場 和歌山県日高郡日高川町和佐1864番地1 0738-53-0629 JR和佐駅から２Kｍ 日高川町役場 住民課 0738-22-1701

和歌山県 中津・美山斎場 和歌山県日高郡日高川町姉子243番地1 0738-54-0291 JR道成寺駅から車で25分 日高川町役場 住民課 0738-22-1701

和歌山県 白浜町斎場 和歌山県西牟婁郡白浜町保呂667番地の4 0739-45-3010 0739-45-3820 seisocen@town.shirahama.wakayama.jp http://www.town.shirahama.wakayama.jp/kurashi/sogi/1452760030297.html JR白浜駅か約4km,車で10分 白浜町 生活環境課　清掃センター 0739-45-3800

和歌山県 日置川斎場 和歌山県西牟婁郡白浜町日置2040番地の28 0739-52-3806 seisocen@town.shirahama.wakayama.jp http://www.town.shirahama.wakayama.jp/kurashi/sogi/1452760030297.html JR紀伊日置駅から約3km､車で約7分 白浜町 生活環境課　清掃センター 0739-45-3800

和歌山県 那智勝浦町斎場 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満１９９１番地２ 0735-52-4963 JR紀伊勝浦駅から車で約１５分 那智勝浦町役場 住民課 0735-52-0559

和歌山県 古座川町斎場 和歌山県東牟婁郡古座川町鶴川350番地3 0735-78-0780 0735-78-0780 JR古座駅から13km，車で15分 古座川町役場 住民生活課 0735-72-0180

和歌山県 串本火葬場 和歌山県東牟婁郡串本町串本518 0735-62-0975 ＪＲ串本駅から１㎞，車で３分 串本町役場 住民課環境グループ 0735-72-0083

和歌山県 古座火葬場 和歌山県東牟婁郡串本町西向1004-2 0735-72-0625 ＪＲ古座駅から２㎞，車で５分 串本町役場 住民課環境グループ 0735-72-0083

鳥取県 因幡霊場 鳥取県鳥取市八坂３９２－７ 0857-51-8320 0857-53-0445 JR鳥取駅から約７㎞，車で１０分 鳥取県東部広域行政管理組合 福祉環境課 0857-26-0532

鳥取県
鳥取県西部広域行政管理
組合営　桜の苑

鳥取県米子市長砂町１０６６ 0859-35-3344 0859-35-3345 http://www.tottori-seibukoiki.jp/ JR米子駅から約３㎞，車で５分
一部事務組合（米子市、日吉津村、大
山町、南部町、伯耆町、日南町、日野
町、江府町）

事務局　施設工事課 0859-29-5124

鳥取県 鳥取中部ふるさと斎場 鳥取県倉吉市円谷町３４６番１ 0858-24-6321 0858-24-6322 furusatosaijo@yahoo.co.jp https://kasou.chubu-furusato-tottori.jp JR倉吉駅から約４㎞，車で１０分 鳥取中部ふるさと広域連合 環境福祉課　環境係 0858-36-1022

鳥取県 琴浦町営斎場 鳥取県東伯郡琴浦町大字梅田２８９－３６ 0858-58-2566 JR赤崎駅から約４㎞，車で１０分 琴浦町 建設環境課 0858-55-7808

島根県 玉井斎場 島根県松江市美保関町福浦130 0852-72-3501 0852-72-3501 JR境港駅から約7㎞､車で10分 玉井斎場管理組合 境港市市民生活部市民課（事務局） 0859-47-1033

島根県 松江市斎場 島根県松江市大庭町1740-4 0852-31-3222 0852-31-6875 JR松江駅から約10km､車で15分 松江市役所 市民部市民課 0852-55-5252

島根県 浜田市火葬場 島根県浜田市港町30番地1 0855-22-1127 0855-22-1127 JR浜田駅から5km､車で10分 浜田市役所 市民生活部環境課 0855-25-9420

島根県 浜田市旭火葬場 島根県浜田市旭町今市492番地1 0855-45-0113 JR浜田駅から21km､車で25分 浜田市役所 旭支所市民福祉課 0855-45-1434

島根県 浜田市弥栄火葬場 島根県浜田市弥栄町木都賀ｲ2497番地1 0855-48-2561 JR浜田駅から20km､車で30分 浜田市役所 弥栄支所市民福祉課 0855-48-2656

島根県 浜田市三隅火葬場 島根県浜田市三隅町西河内1956番地 0855-32-2871 0855-32-2871 JR三保三隅駅から3km､車で5分 浜田市役所 三隅支所市民福祉課 0855-32-2807
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１１．備考

島根県 出雲斎場 島根県出雲市平成町1599番地5 0853-22-6318 0853-21-3849 saijou@local.city.izumo.shimane.jp JR出雲神西駅から2km､車で5分 出雲市役所 経済環境部環境政策課 0853-21-6535

島根県 湖西斎場 島根県出雲市国富町1612番地 0853-62-4379 0853-62-4390 一畑電鉄旅伏駅から2.5km､車で5分 出雲市役所 経済環境部環境政策課 0853-21-6535

島根県 益田市斎場「松聖苑」 島根県益田市土井町ﾛ2629-15 0856-31-0746 0856-31-0747 JR益田駅から7km､車で10分 益田市役所 福祉環境部環境衛生課 0856-31-0232

島根県 大田葬斎場 島根県大田市鳥井町鳥井1135番地2 0854-82-5157 JR大田市駅から2.7km 大田市役所 環境生活部環境政策課 0854-83-8069

島根県 温泉津葬斎場 島根県大田市温泉津町福光ｲ160番地2 0855-65-2903 JR温泉津駅から1.7km 大田市役所 環境生活部環境政策課 0854-83-8069

島根県 仁摩葬斎場 島根県大田市仁摩町仁万322番地 JR仁万駅から2.0km 大田市役所 環境生活部環境政策課 0854-83-8069

島根県 独松山霊苑 島根県安来市飯生町445番地 0854-23-2468 0854-23-0655 JR安来駅から約10km､車で15分 安来市役所 市民生活部市民課 0854-23-3080

島根県 江津斎場 島根県江津市和木町538番地 0855-52-5508 0855-52-5508 JR江津駅から西へ約3km､車で約10分 江津市役所 市民生活課 0855-52-7936

島根県 清光苑 島根県江津市桜江町川戸719番地2 0855-92-1118 JR川戸駅から南へ約3km､車で約10分 江津市役所 市民部市民生活課 0855-52-2501
平成30年11月16日より中止
平成31年3月31日をもって閉鎖

島根県 三刀屋斎場 島根県雲南市三刀屋町伊萱10-1 0854-45-3242 0854-45-5350 http://unnan-yume.net/ JR木次駅から5.5km､車で10分 雲南市・飯南町事務組合 雲南市・飯南町事務組合　環境部 0854-62-9550

島根県 仁多斎場 島根県仁多郡奥出雲町三成1619-1 0854-54-0012 0854-54-0012 JR出雲三成駅から1.5km､車で3分 奥出雲町役場 町民課 0854-54-2510

島根県 飯南町火葬場 島根県飯石郡飯南町下赤名2775-5 0854-76-2786 JR三次駅から車で40分 飯南町役場 住民課 0854-76-2213

島根県
美郷町・川本町斎場
（眺江苑）

島根県邑智郡美郷町吾郷498番地 0855-75-1350 JR簗瀬駅から1km､車で3分 美郷町役場 住民課 0855-75-1211

島根県 美郷町大和斎場 島根県邑智郡美郷町都賀行623番地1 0855-82-2933 JR石見都賀駅から5km､車で10分 美郷町役場 住民課 0855-82-3140

島根県 邑南町斎場（やすらぎ苑） 島根県邑智郡邑南町阿須那2713番地3 JR口羽駅から車で10分 邑南町役場 羽須美支所窓口業務部 0855-87-0221

島根県 邑南町斎場（紫光苑） 島根県邑智郡邑南町鱒渕3019番地4 JR因原駅から車で20分 邑南町役場 瑞穂支所窓口事業部 0855-83-1121

島根県 邑南町斎場（水晶苑） 島根県邑智郡邑南町矢上9519番地3 JR因原駅から車で35分 邑南町役場 町民課 0855-95-1114

島根県
津和野町斎場
「しらさぎ会館」

島根県鹿足郡津和野町直地1214番地 0856-72-0909 0856-72-0909 JR津和野駅から5km､車で5分 津和野町役場 税務住民課 0856-74-0059

島根県 吉賀町斎場 島根県鹿足郡吉賀町朝倉1437番地60 0856-78-0796 　 JR日原駅から車で35分 吉賀町役場 税務住民課 0856-77-1113

島根県 海士町斎場 島根県隠岐郡海士町大字海士5708番地4 08514-2-0699 菱浦港から4km､車で5分 海士町役場 住民生活課 08514-2-0858

島根県 西ノ島町斎場 島根県隠岐郡西ﾉ島町大字浦郷963 別府港から8.5km､車で10分 西ノ島町役場 環境整備課 08514-6-1748

島根県 島後斎場　愁霊苑 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町975-5 08512-2-6635 08512-2-6637 隠岐汽船西郷港より4km､車で約5分 隠岐の島町役場 環境課 08512-2-8565

岡山県 岡山市東山斎場 岡山県岡山市中区門田本町二丁目4番1号 086-272-0154 086-272-1305 seikatsuanzen@city.okayama.jp http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/index.html JR岡山駅から3㎞,車で15分 岡山市 市民生活局生活安全課 086-803-1277

岡山県 岡山市西大寺斎場 岡山県岡山市東区富崎474番地 086-943-0407 seikatsuanzen@city.okayama.jp http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/index.html JR西大寺駅から1.1㎞,徒歩で14分 岡山市 市民生活局生活安全課 086-803-1277

岡山県 倉敷市中央斎場 倉敷市福田町福田４３４－１ 086-422-0206 086-426-6074 esnt@city.kurashiki.okayama.jp http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kk-eisei/index.html ＪＲ倉敷駅から１０㎞，車で２０分 倉敷市役所 環境部環境衛生課中央斎場 086-422-0206

岡山県 倉敷市児島斎場 倉敷市児島小川４－８－８２ 086-472-2042 086-472-2042 esnt@city.kurashiki.okayama.jp http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kk-eisei/index.html ＪＲ児島駅から４㎞，車で５分 倉敷市役所 環境部環境衛生課中央斎場 086-422-0206

岡山県 倉敷市玉島斎場 倉敷市玉島長尾４１１０ 086-525-6420 086-525-0798 esnt@city.kurashiki.okayama.jp http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kk-eisei/index.html ＪＲ新倉敷駅から４㎞，車で５分 倉敷市役所 環境部環境衛生課中央斎場 086-422-0206

岡山県 倉敷市真備斎場 倉敷市真備町箭田２３６１ 0866-98-5098 esnt@city.kurashiki.okayama.jp http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kk-eisei/index.html 井原鉄道吉備真備駅から４㎞，車で５分 倉敷市役所 環境部環境衛生課中央斎場 086-422-0206
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岡山県 津山市総合斎場 岡山県津山市小田中1115番地 0868-23-6548 0868-23-7951 kankyou@city.tsuyama.lg.jp http://www.city.tsuyama.lg.jp/ JR津山駅から３km，車で１０分 津山市
環境福祉部環境生活課（使用許可は、
地域振興部加茂支所市民生活課）

0868-32-2055
(環境生活課)
0868-32-7031
(加茂支所市民生
活課)

岡山県 津山市加茂町斎場 津山市加茂町宇野２２００番地１ 0868-42-2911 kankyou@city.tsuyama.lg.jp http://www.city.tsuyama.lg.jp/ JR美作加茂駅から３km，車で１０分 津山市
環境福祉部環境生活課（使用許可は、
地域振興部加茂支所市民生活課）

0868-32-2055
(環境生活課)
0868-32-7031
(加茂支所市民生
活課)

岡山県 玉野市斎場 岡山県玉野市槌ケ原３０９４番地７ 0863-21-4814 0863-21-4814 ＪＲ備前田井駅から2.2㎞，車で6分 玉野市 市民生活部市民課 0863-32-5521

岡山県 井笠広域斎場 岡山県笠岡市走出３０５７－４５ 0865-65-1428 0865-65-1429 seibueisei@city.kasaoka.lg.jp http://seibueisei.or.jp/ JR笠岡駅から８Km，車で　　１５分
岡山県西部衛生施設組合（笠岡市，
井原市，浅口市，矢掛町，里庄町）

岡山県西部衛生施設組合事務局 0865-66-2620

岡山県 総社市営斎場 岡山県総社市小寺741番地1 0866-93-6317 0866-93-8921 JR総社駅から3㎞,車で5分 総社市
環境水道部環境課（使用許可について
は市民生活部市民課）

0866-92-8339
(環境課）
0866-92-8247
(市民課）

岡山県 高梁市斎場 岡山県高梁市段町７４５番地１ 0866-21-2011 0866-22-2011 ＪＲ備中高梁駅から2.5㎞，車で6分 高梁市役所 市民生活部環境課 0866-21-0259

岡山県 新見市営斎場「明月苑」 岡山県新見市新見1785番地1 0867-72-5221 0867-72-5221 http://www.city.niimi.okayama.jp/?ID=5493 JR新見駅から2㎞,車で5分 新見市 福祉部生活環境課 0867-72-6124

岡山県 備前斎場 岡山県備前市伊部1218 0869-63-3036 JR伊部駅から1㎞,車で5分 備前市 環境課 0869-64-1821

岡山県 日生斎場 岡山県備前市日生町日生1814-4 0869-74-0779 JR日生駅から3.5㎞,車で10分 備前市 日生総合支所　管理課 0869-72-1104

岡山県 瀬戸内市営火葬場 岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍６１６４番地 JR邑久駅から１３㎞,車で２５分 瀬戸内市役所 環境部環境政策推進室 0869-24-7281

岡山県 真庭火葬場 岡山県真庭市三阪1161番地1 0867-42-0290 0867-42-0290 JR久世駅から2.5㎞ 真庭市 生活環境部環境課 0867-42-1113

岡山県 真庭北部火葬場 岡山県真庭市蒜山下長田24番地１ JR勝山駅から40㎞ 真庭市 生活環境部環境課 0867-42-1113

岡山県 美作市美作火葬場 岡山県美作市三倉田８３番地１ 0868-72-2664 ＪＲ林野駅から２．５㎞，車で５分 美作市
市民部くらし安全課
（火葬許可については、市民部市民課）

0868-72-1111

岡山県 レインボーホール 岡山県美作市江見７９０番地 0868-75-0040 ＪＲ美作江見駅から２．３㎞，車で５分 美作市 作東総合支所 0868-75-1111

岡山県 美作市大原斎場 岡山県美作市川上２０４８番地６ 0868-78-3038 智頭急行大原駅から２．５㎞，車で５分 美作市 大原総合支所 0868-78-3111

岡山県
和気北部衛生施設組合火
葬場

岡山県和気郡和気町吉田806番地 0869-84-3090 0869-84-3090 hokuei@town.wake.lg.jp ＪＲ和気駅から5㎞，車で15分
和気北部英英施設組合(備前市、赤
磐市、和気町)

和気北部衛生施設組合事務局 0869-93-1121

岡山県 早島町斎場 岡山県都窪郡早島町矢尾1221-2 086-483-0215 086-483-0215 ＪＲ早島駅から3㎞，車で10分 早島町役場 町民課 086-482-0613

岡山県 新庄村火葬場 岡山県真庭郡新庄村1944番地1 0867-56-2646 0867-56-7044 jyuuminfukushi@vill.shinjo.lg.jp http://www.vill.shinjo.okayama.jp/ 中国勝山駅から車で40分 新庄村 住民福祉課 0867-56-2646

岡山県 勝央町営長尾山斎場 岡山県勝田郡植月中820-2 0868-38-3820 ＪＲ勝間田駅から2.5㎞，車で5分 勝央町役場 健康福祉部 0868-38-7102

岡山県
柵原、吉井、英田火葬場
施設組合

岡山県久米郡美咲町吉ケ原103番地2 0868-62-0729 ＪＲ津山駅から約20㎞、車で30分 柵原、吉井、英田火葬場施設組合 美咲町役場柵原総合支所　住民福祉課 0868-62-1111

岡山県 美咲町営火葬場 岡山県久米郡美咲町原田1992-1 JR亀甲駅から約500mで車で5分 美咲町役場 住民税務課 0868-66-1114

岡山県 吉備中央町火葬場 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1219番地 0867-34-0899 吉備中央町加茂川庁舎から700m,車で2分 吉備中央町 住民課 0866-54-1316

広島県 広島市永安館 広島県広島市東区矢賀町官有無番地 082-289-1698 082-289-1698 JR広島駅から3㎞,車で10分 広島市 健康福祉局保健部環境衛生課 082-241-7451

広島県 広島市西風館 広島県広島市安佐南区伴西二丁目7-1 082-848-8279 082-848-8280 広島西風新都IC西隣,車で1分 広島市 健康福祉局保健部環境衛生課 082-241-7451

広島県 広島市可部火葬場 広島県広島市安佐北区可部町大字下町屋字高松山
082-923-2942
(五日市火葬場)

JR可部駅から3㎞,車で10分 広島市 健康福祉局保健部環境衛生課 082-241-7451

広島県 広島市湯来火葬場
広島県広島市佐伯区湯来町大字和田字湯の山温田
140-6

082-923-2942
(五日市火葬場)

JR五日市駅から20㎞,車で60分 広島市 健康福祉局保健部環境衛生課 082-241-7451

広島県 広島市五日市火葬場
広島県広島市佐伯区五日市町大字保井田字稗畑
350-134

082-923-2942 082-923-2954 JR五日市駅から5㎞,車で15分 広島市 健康福祉局保健部環境衛生課 082-241-7451
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１１．備考

広島県 呉市斎場 広島県呉市焼山町字鍋土10723番地の24 0823-33-2365 0823-69-4456 JR呉駅から8㎞,車で20分 呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 下蒲刈火葬場 広島県呉市下蒲刈町下島10817番地の11
0823-66-2311
 (下蒲刈支所)

JR仁方駅から8㎞,車で20分 呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 蒲刈火葬場 広島県呉市蒲刈町田戸41-1
0823-66-1111
 (蒲刈支所)

JR仁方駅から12㎞,車で30分 呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 呉市東部火葬場 広島県呉市安浦町大字安登字寒風11018番地の1 0823-84-4602 0823-84-4602 JR安登駅から4㎞,車で10分 呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 極楽苑 広島県呉市豊浜町大字豊島字外の浦12004番地の4
0823-68-2211
 (豊浜支所)

JR仁方駅から20㎞,車で50分 呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 斎島火葬場 広島県呉市豊浜町大字斎島字小浦1485
JR仁方駅から豊島港まで22km 車で40分
豊島港から船で20分

呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 豊火葬場 広島県呉市豊町大長字南北小長4318-3
0823-66-2131
 (豊支所)

JR仁方駅から30㎞,車で1時間15分 呉市 環境部環境政策課 0823-25-3298

広島県 竹原市斎場 広島県竹原市小梨町10179-2 0846-22-9520 JR竹原駅から2.5㎞,車で約4分 竹原市 市民生活部市民課生活環境係 0846-22-2279

広島県 鷺浦火葬場 広島県三原市鷺浦町須波252-1 三原港からﾌｪﾘｰで15分 三原市 生活環境部生活環境課 0848-67-6178

広島県 三原市斎場 広島県三原市八坂町229 0848-64-7001 0848-64-1430 JR三原駅から6㎞,車で10分 三原市 生活環境部生活環境課 0848-67-6178

広島県 三原市本郷斎場 広島県三原市本郷町船木1595 JR本郷駅から8㎞,車で12分 三原市 生活環境部生活環境課 0848-67-6178
平成30年7月豪雨により被災し
たため，現在閉鎖中

広島県 尾道市斎場 広島県尾道市長者原二丁目76番地11 0848-48-3006 0848-48-5366 JR尾道駅から8㎞,車で20分 尾道市 市民生活部環境政策課 0848-38-9434

広島県 尾道市御調斎場 広島県尾道市御調町高尾9番地2
0848-76-2111
（御調支所まちおこし課）

JR尾道駅から20㎞,車で45分 尾道市 市民生活部環境政策課 0848-38-9434

広島県 尾道市向島斎場 広島県尾道市向島町11098番地126
0848-44-0110
（向島支所しまおこし課）

JR尾道駅から10㎞,車で25分 尾道市 市民生活部環境政策課 0848-38-9434

広島県 尾道市因島斎場 広島県尾道市因島重井町4650番地 0845-24-2781 因島北ICから3㎞,車で10分 尾道市 因島総合支所市民生活課 0845-26-6208

広島県 尾道市瀬戸田斎場 広島県尾道市瀬戸田町林3486番地2
0845-27-2211
（瀬戸田支所住民福祉課）

生口島北ICから6㎞,車で15分 尾道市 市民生活部環境政策課 0848-38-9434

広島県 尾道市百島火葬場 広島県尾道市百島町1035番地1
0848-73-2701
（百島支所）

福田港ﾌｪﾘｰのりばから2㎞,車で5分 尾道市 市民生活部環境政策課 0848-38-9434

広島県 福山市中央斎場 広島県福山市奈良津町一丁目17番1号 084-923-3659 084-921-5073 JR福山駅から3㎞,車で10分 福山市 市民局市民部市民相談課 084-928-1069

広島県 福山市西部斎場 広島県福山市金江町藁江字茶臼山604番地2 084-930-1450 084-930-1451 JR備後赤坂駅から4㎞,車で10分 福山市 市民局市民部市民相談課 084-928-1069

広島県 福山市走島斎場 広島県福山市走島町字道閑34番地2 JR福山駅から15㎞,船で25分,徒歩5分 福山市 市民局市民部市民相談課 084-928-1069

広島県 福山市内海斎場 広島県福山市内海町ｲ1697番地1 084-986-3355  JR福山駅から21㎞,車で40分 福山市 市民局市民部市民相談課 084-928-1069

広島県 福山市沼隈斎場 広島県福山市沼隈町大字常石134番地1 084-987-3036  JR福山駅から17㎞,車で35分 福山市 市民局市民部市民相談課 084-928-1069

広島県 福山市神辺斎場 広島県福山市神辺町字上御領2906番地 084-966-0880 084-966-0881 JR福山駅から15㎞,車で30分 福山市 市民局市民部市民相談課 084-928-1069

広島県
府中・新市斎場やすらぎ
苑

広島県府中市広谷町563-7 0847-40-0675 0847-40-0676 JR高木駅から1.5㎞ 府中市 健康福祉部市民課 0847-43-7207

広島県 上下斎場翁苑 広島県府中市上下町上下253-2 0847-62-3833 0847-62-3833 JR上下駅から1.4㎞ 府中市 健康福祉部市民課 0847-43-7207

広島県 三次市斎場 広島県三次市大田幸町10985番地 0824-65-3411 0824-66-3434 JR三次駅から10㎞,車で15分 三次市 産業環境部環境政策課 0824-62-6136

広島県 三次市甲奴斎場紅梅苑 広島県三次市甲奴町梶田10064番地3 0847-67-2359 JR甲奴駅から2㎞,車で10分 三次市 産業環境部環境政策課 0824-62-6136

広島県
三次市君田斎場
やすらぎ苑

広島県三次市君田町西入君10025番地3 0824-53-2905 JR三次駅から12㎞,車で20分 三次市 産業環境部環境政策課 0824-62-6136

広島県 庄原市斎場 広島県庄原市一木町5300-2 0824-72-3865 0824-72-0355 JR備後庄原駅から6.5㎞,車で10分 庄原市 生活福祉部市民生活課 0824-73-1154
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１１．備考

広島県 庄原市西城斎苑 広島県庄原市西城町八鳥599-9 閉鎖　（平成31年４月１日～）

広島県
庄原市東城斎場
（平安の森）

広島県庄原市東城町川鳥58-17 08477-4-0777 JR備後八幡駅から3.7㎞,車で4分 庄原市 生活福祉部市民生活課 0824-73-1154

広島県 庄原市口和斎場 広島県庄原市口和町永田640-5 閉鎖　（平成31年４月１日～）

広島県 庄原市高野斎場 広島県庄原市高野町新市1060-3 0824-86-3655 JR備後庄原駅から33.5㎞,車で46分 庄原市 生活福祉部市民生活課 0824-73-1154

広島県 庄原市比和斎場 広島県庄原市比和町比和332 閉鎖　（平成31年４月１日～）

広島県
庄原市総領斎場
（やすらか苑）

広島県庄原市総領町稲草15-1 閉鎖　（平成31年４月１日～）

広島県 大竹市斎場 広島県大竹市小方町小方68番地の4 0827-52-7111 JR大竹駅から3㎞,車で10分 大竹市 市民生活部環境整備課 0827-59-2154

広島県 ひがしひろしま聖苑 広島県東広島市八本松町宗吉10056番地 082-428-6663 082-428-6511 JR八本松駅から3.8㎞,車で5分 東広島市 生活環境部環境対策課 082-420-0928

広島県 黒瀬斎場 広島県東広島市黒瀬町津江20575番地3 0823-82-5041 黒瀬支所から7㎞,車で15分 東広島市 生活環境部環境対策課 082-420-0928

広島県 豊浄苑 広島県東広島市豊栄町清武2665番地 082-432-3706 JR西条駅から22.5㎞,車で30分 東広島市 生活環境部環境対策課 082-420-0928

広島県 河内斎場 広島県東広島市河内町小田11512番地 082-437-1670 JR河内駅から2.6㎞,車で5分 東広島市 生活環境部環境対策課 082-420-0928

広島県 安芸津斎場 広島県東広島市安芸津町風早29番地11 0846-45-0877 JR安芸津駅から2.5㎞,車で5分 東広島市 生活環境部環境対策課 082-420-0928

広島県 廿日市市火葬場霊峯苑 広島県廿日市市宮内3993番地 0829-39-0265 0829-39-0265 JR宮内串戸駅から約5㎞,車で約8分 廿日市市 環境産業部環境政策課 0829-30-9132

広島県 廿日市市火葬場西浄苑 広島県廿日市市吉和453番地2 0829-77-2114 JR宮内串戸駅から約40㎞,車で約60分 廿日市市 吉和支所環境産業建設グループ 0829-77-2114

広島県
安芸高田市葬斎場
「あじさい聖苑」

広島県安芸高田市吉田町多治比2914番地2 0826-47-1215 0826-47-1216 安芸高田市市役所から6㎞,車で9分 安芸高田市 市民部環境生活課 0826-42-1126

広島県 江田島市葬斎センター 広島県江田島市大柿町飛渡瀬4518番地2 0823-57-6070 0823-57-6076 江田島市能美町中町港から2㎞,車で5分 江田島市 市民生活部地域支援課 0823-43-1637

広島県
安芸太田町火葬場
「千風苑」

広島県山県郡安芸太田町大字土居字土居670-4 0826-28-2225 0826-28-2225 安芸太田町役場から3㎞.,車で5分 安芸太田町 安芸太田町住民生活課 0826-28-2116

広島県 北広島町火葬場慈光苑 広島県山県郡北広島町壬生字笹井河内10606番地 0826-72-3221 0826-72-3221 JR可部駅から30㎞,車で50分 北広島町 町民課環境管理係 050-5812-1854

広島県 北広島町火葬場浄寿苑 広島県山県郡北広島町細見字野々谷10145番地70 0826-35-0738  JR可部駅から55㎞,車で60分 北広島町 芸北支所地域づくり係 050-5812-2110

広島県 北広島町火葬場光寿苑 広島県山県郡北広島町戸谷字矢長原10731番地1 0826-83-0634  JR可部駅から30㎞,車で50分 北広島町 豊平支所住民係 050-5812-1122

広島県 大崎上島町火葬場大峰苑 広島県豊田郡大崎上島町中野字滝之奥2894番地1 0846-64-3627 大崎上島町大崎支所から3.7㎞,車で5分 大崎上島町 保健衛生課 0846-62-0303

広島県 火葬場｢やすらぎ苑」 広島県世羅郡世羅町大字寺町10146番地39 0847-22-2245 0847-22-2245 世羅町役場から7㎞,車で10分 世羅三原斎場組合 世羅町町民課 0847-22-4513

広島県 火葬場｢西和苑」 広島県世羅郡世羅町大字小国11086番地2 0847-37-1126 世羅町役場せらにし支所から3㎞,車で5分 世羅三原斎場組合 世羅町町民課 0847-22-4513

広島県
神石高原町斎場やすらぎ
苑

広島県神石郡神石高原町安田151番地 0847-82-0378 0847-82-0385 JR福山駅から35㎞,車で約50分 神石高原町 環境衛生課 0847-89-3336

山口県 大谷斎場 山口県下関市藤ヶ谷4番1号 083-231-6700 083-231-6755 JR新下関駅から約4Km､車で10分 下関市 市民部生活安全課 083-231-1520

山口県 豊田斎場 山口県下関市豊田町大字八道字大騒動10314番地3 083-766-2360 JR小月駅から20㎞,車で25分 下関市 豊田総合支所市民生活課
083-766-2079
083-766-2187

山口県 豊浦斎場 山口県下関市豊浦町大字小串字外無田10117番地1 083-774-0898 JR山陰本線小串駅から北東へ3km､車で10分 下関市 豊浦総合支所市民生活課 083-772-4017

山口県 豊北斎場 山口県下関市豊北町大字滝部字石峠2241番地1 083-782-1060 JR滝部駅から5㎞,車で5分 下関市 豊北総合支所市民生活課 083-782-1925

山口県 宇部市火葬場 山口県宇部市大字川上字上白石1010番地 0836-21-0260 0836-21-0269 JR山陽本線厚東駅から8km､車で10分 宇部市 市民環境部生活衛生課
0836-34-8251
0836-34-8252

山口県 山口市嘉川斎場 山口県山口市嘉川５５００番地 083-989-4969 083-989-4979 JR宇部線上嘉川駅から１．１km､車で３分 山口市 地域生活部生活安全課 083-934-2986
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山口県 山口市仁保斎場 山口県山口市仁保下郷３５番地１ 083-929-0990 083-929-0973 JR山口線新仁保駅から４．２km､車で１０分 山口市 地域生活部生活安全課 083-934-2986

山口県 山口市徳地斎場 山口県山口市徳地野谷１００３２番地５ 0835-56-0690 0835-56-0690 JR山口線名草駅から１４．１km､車で３０分 山口市 地域生活部生活安全課 083-934-2986

山口県 山口市阿東火葬場 山口県山口市阿東地福下１２１１２番地 083-952-0817 083-952-0817 JR山口線三谷駅から１Km,車で５分 山口市 地域生活部生活安全課 083-934-2986

山口県 見島火葬場 山口県萩市見島1016番地8
萩港から44.3km､萩港から定期船で1時間10分､車で5分
(計1時間15分)

萩市 見島支所 0838-23-3311

山口県 田万川火葬場 山口県萩市大字上田万2036番地1 08387-2-1661 JR山陰本線江崎駅から2km､車で3分 萩市 田万川総合事務所民窓口部門 08387-2-0300

山口県 須佐火葬場 山口県萩市大字須佐898番地6 08387-6-2406 JR山陰本線須佐駅から1.1km､車で2分 萩市 須佐総合事務所市民窓口部門 08387-6-2016

山口県 萩やすらぎ苑斎場 山口県萩市大字椿東6210番地1 0838-24-1100 0838-24-1100 JR山陰本線東萩駅から6.4km､車で11分 萩市 市民部環境衛生課 0838-25-3341

山口県 防府市斎場 山口県防府市大字高井1224番地の1 0835-21-4900 0835-22-0816 JR山陽本線防府駅から5km､車で10分 防府市 生活環境部生活安全課 0835-25-2172

山口県 御屋敷山斎場 山口県下松市大字西豊井10154番2 0833-41-3842 0833-43-3444 http://www.shueishi.or.jp/saijyo/index.html
下松駅から2km､車で8分
下松市役所から1km､車で5分

周南地区衛生施設組合
（下松市、光市、周南市）

周南地区衛生施設組合総務課 0833-43-2636

山口県 岩国市岩国市斎場 山口県岩国市川西四丁目10番55号
0827-41-1061
0827-43-4393

0827-41-1061 JR岩徳線川西駅から1.2km､車で5分 岩国市役所 環境部環境保全課 0827-29-5100

山口県 岩国市ゆうらく苑 山口県岩国市由宇町1980-2 0827-63-3336 JR山陽本線由宇駅から5km､車で10分 岩国市役所 由宇総合支所　市民福祉課 0827-63-1112

山口県 岩国市玖珂斎場 山口県岩国市玖珂町2193-3 0827-82-5160 0827-82-5177 JR岩徳線玖珂駅から3km､車で15分 岩国市役所 玖珂総合支所　市民福祉課 0827-82-2513

山口県 岩国市錦町斎場 山口県岩国市錦町中ﾉ瀬520-1 0827-73-0250 錦川清流線錦町駅から7km､車で7分 岩国市役所 錦総合支所　市民福祉課 0827-72-2111

山口県 岩国市美川斎場 山口県岩国市美川町小川1358-2 0827-76-0249 錦川清流線河山駅から2.5km､車で3分 岩国市役所 錦総合支所　市民福祉課 0827-72-2112

山口県 岩国市美和斎場 山口県岩国市美和町渋前1234 美和総合支所から2km､車で5分 岩国市役所 美和総合支所　市民福祉課 0827-96-1113

山口県 長門市長門斎場 山口県長門市深川湯本10161番地1 0837-25-3244 長門湯本駅から1km､ 車で3分 長門市 市民福祉部生活環境課 0837-23-1134

山口県 長門市三隅斎場 山口県長門市三隅中2159番地 0837-43-2542 長門三隅駅から3km､車で8分 長門市 三隅支所総合窓口課 0837-43-0221

山口県 長門市日置斎場 山口県長門市日置中10758番地132 0837-37-4140 長門古市駅から2km､車で5分 長門市 日置支所総合窓口課 0837-37-2111

山口県 長門市油谷斎場 山口県長門市油谷河原10746番地25 0837-32-2415 人丸駅から3km､車で8分 長門市 油谷支所総合窓口課 0837-32-1111

山口県 柳井市大畠斎場 山口県柳井市遠崎1106番地1 0820-45-3145 0820-45-3145 JR大畠駅から2.5km､車で5分 柳井市 市民部市民生活課 0820-22-2111

山口県 柳井市斎苑 山口県柳井市新庄689番地1 0820-24-0210 0820-24-0260 JR柳井駅から4km､車で5分 柳井市 市民部市民生活課 0820-22-2111

山口県 美祢市斎場ゆうすげ苑 山口県美祢市大嶺町東分3055番地1 0837-53-0649 0837-53-0649 JR美祢駅から1.5㎞,車で5分 美祢市 生活環境課 0837-53-1090

山口県 美祢市船窪山斎場 山口県美祢市美東町大田11265番地4 08396-2-0488 JR山陽本線新山口駅から20km､車で30分 美祢市 生活環境課 0837-53-1090

山口県 周南市新南陽斎場 山口県周南市大字米光2185番地 0834-67-2950 0834-67-2950 JR山陽本線新南陽駅から車で15分 周南市 環境政策課 0834-22-8322

山口県 周南市鹿野斎場 山口県周南市大字鹿野上3456番地
0834-68-2332
（鹿野総合支所）

鹿野総合支所から2km､車で5分 周南市 環境政策課 0834-22-8322

山口県 山陽小野田市小野田斎場 山口県山陽小野田市大字小野田7140番地 0836-83-2889 0836-39-5121 JR小野田線南中川駅から1km､車で3分 山陽小野田市 市民生活部環境課 0836-82-1143

山口県 山陽小野田市山陽斎場 山口県山陽小野田市大字厚狭26番地の5 0836-72-0575 0836-72-0575 JR山陽本線厚狭駅から3km､車で5分 山陽小野田市 市民生活部環境課 0836-82-1143

山口県 大島斎場 山口県大島郡周防大島町大字西三蒲１０２４５番地

0820-74-2040
0820-74-3002
上段：公衆電話
下段：管理人室（非常駐）

0820-74-3002 ＪＲ山陽本線大畠駅から４．３ｋｍ､車で８分 周防大島町役場 環境生活部生活衛生課 0820-79-1010
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山口県 橘斎場
山口県大島郡周防大島町大字土居字蔵谷１０１９４
番地

0820-77-0296
0820-77-1633
上段：公衆電話
下段：管理人室（非常駐）

ＪＲ山陽本線大畠駅から２１ｋｍ､車で３５分 周防大島町役場 環境生活部生活衛生課 0820-79-1010

山口県 和木町斎場 山口県玖珂郡和木町大字瀬田字道海151番地1 0827-53-6872 0827-53-6872 和木町役場から3.5km､車で10分 和木町 和木町住民サービス課 0827-52-2194

山口県 上関町斎苑 山口県熊毛郡上関町大字室津字立畠583番地1 0820-62-1492 JR柳井駅から20km､車で25分 上関町 生活環境課 0820-62-0314

山口県 田布施・平生合同斎苑 山口県熊毛郡田布施町楠1番地 0820-51-1010 0820-51-1011 yunankankyoeiseikumiai@town.tabuse.lg.jp
田布施駅及び田布施町役場から車で約8分､平生町役
場から車で約15分､柳井駅から車で約24分

熊南総合事務組合（田布施町、平生
町）

熊南総合事務組合　事務局 0820-57-0530

徳島県 徳島市立葬斎場 徳島県徳島市川内町鈴江西９２ 088-665-0429 088-665-0449 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisetsu/sosaijo/about.html ＪＲ徳島駅から５.３㎞、車で１４分 徳島市役所 市民環境部　住民課 088-621-5132

徳島県
徳島行道株式会社
徳島西葬祭場

徳島県徳島市不動西町２丁目１５２５番地 088-631-0430 088-631-0430 ＪＲ鮎喰駅から３㎞、車で１０分 徳島行道(株) 徳島行道株式会社 088-631-0430

徳島県 鳴門市火葬場 徳島県鳴門市撫養町木津字江田２１ 088-686-3065 088-686-3065 cleankanri@city.naruto.i-tokushima.jp ＪＲ教会前駅から１㎞、徒歩で１０分 鳴門市役所
市民環境部　市民課
クリーンセンター管理課

088-684-1135
088-683-7572

徳島県 小松島市葬斎場 徳島県小松島市田野町字赤石北６４－１ 0885-35-1059 0885-35-1559 ＪＲ南小松島駅から２.６㎞、車で７分 小松島市役所 市民環境部　環境衛生センター 0885-32-8290

徳島県 阿南市葬斎場 徳島県阿南市富岡町西池田５１－３ 0884-22-0623 0884-22-0740 ＪＲ阿南駅から１.３㎞、車で５分 阿南市役所 市民部　市民生活課 0884-22-1116

徳島県 吉野川市斎場 徳島県吉野川市鴨島町知恵島２１３７－１

0883-22-2230
（環境企画課）
0883-24-2739
（吉野川斎場）

0883-22-2247 kankyou@city.yoshinogawa.lg.jp ＪＲ鴨島駅から北に１．２㎞、車で５分 吉野川市役所 市民部　環境企画課 0883-22-2230

徳島県 阿北火葬場管理組合 徳島県阿波市市場町香美字西原１５番１ 0883-36-4132 0883-36-2715 ahokukasou@ca.pikara.ne.jp ＪＲ学駅から約４㎞、車で約７分 一部事務組合（阿波市・吉野川市） 阿北火葬場管理組合事務局 0883-36-4132

徳島県 美馬市葬祭場 徳島県美馬市脇町字西赤谷２６７８－２ 0883-52-8001 ＪＲ穴吹駅から６㎞、車で１０分 美馬市役所 市民環境部　市民人権課 0883-52-8001

徳島県 池田火葬場 徳島県三好市池田町字ヤマダ５１９－１ 0883-72-0969 kankyou@city.tokushima-miyoshi.lg.jp ＪＲ阿波池田駅から９５０ｍ、車で２分 三好市役所 環境福祉部　環境課 0883-72-3436

徳島県 牟岐斎場 徳島県海部郡牟岐町大字中村字大戸８０－５ 0884-72-0195 ＪＲ牟岐駅から３㎞、車で５分 牟岐町役場 住民福祉課 0884-72-3414

徳島県 美波町日和佐斎場 徳島県海部郡美波町日和佐浦４４４－３ 0884-77-0094 ＪＲ日和佐駅から１㎞、車で２分 美波町役場 住民生活課 0884-77-3613

徳島県 美波町由岐斎場 徳島県海部郡美波町木岐１０００－１ ＪＲ由岐駅から３㎞、車で５分 美波町役場 住民生活課 0884-77-3613

徳島県 那佐葬場 徳島県海部郡海陽町鞆浦字那佐４１－７ 0884-73-4152 0884-73-3097 juminkankyo@town.kaiyo.lg.jp ＪＲ海部駅から２㎞、車で１０分 海陽町役場 住民環境課 0884-73-4152

徳島県 宍喰斎場 徳島県海部郡海陽町久保字板取２４３－１４４ 0884-73-4152 0884-73-3097 juminkankyo@town.kaiyo.lg.jp 阿佐海岸鉄道宍喰駅から３㎞、車で１５分 海陽町役場 住民環境課 0884-73-4152

徳島県 せせらぎの風 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字せせらぎ１番地 0883-62-2349 0883-68-8349 jyumin@town.tokushima-tsurugi.lg.jp つるぎ警察署東２００ｍ、国道１９２号線沿い
美馬西部共立火葬場組合
一部事務組合（美馬市・つるぎ町）

つるぎ町役場住民課 0883-62-3111

徳島県 三好東部火葬場 徳島県三好郡東みよし町西庄字末石６３－１
0883-82-2452
080-2982-6374

0883-82-2452 ＪＲ阿波加茂駅から２.８㎞、車で８分 三好東部火葬場管理組合 東みよし町役場環境課 0883-79-5343

香川県 高松市斎場公園 香川県高松市福岡町四丁目35番41号 087-822-1917 087-823-8933 yasuragi@city.takamatsu.lg.jp http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ JR予讃線高松駅から3.1km,車で15分 高松市役所 市民政策部市民やすらぎ課 087-839-2273

香川県 高松市牟礼斎場 香川県高松市牟礼町原2260番地2 087-845-4944 高松市牟礼支所から1.5km,車で5分 高松市役所 市民政策部市民やすらぎ課 087-839-2273

香川県 高松市庵治斎場 香川県高松市庵治町1391番地1 087-871-2539 高松市庵治支所から1.5km,車で5分 高松市役所 市民政策部市民やすらぎ課 087-839-2273

香川県 高松市やすらぎ苑 香川県高松市香川町川内原2200番地 087-879-1222 087-879-1230 高松市香川支所から7km,車で12分 高松市役所 市民政策部市民やすらぎ課 087-839-2273

香川県 丸亀市桜谷聖苑 香川県丸亀市綾歌町岡田上686番地2 0877-86-1200 0877-86-1205 琴電岡田駅から2㎞,車で5分 丸亀市役所 生活環境部環境安全課 0877-24-8836

香川県 本島火葬場 香川県丸亀市本島町笠島1020-1 0877-27-3216
JR丸亀駅から500m,車で3分  丸亀港から本島泊港まで
11km,船で35分 泊港から火葬場まで2km 車で5分

本島火葬場運営協議会 本島市民センター 0877-27-3222

香川県 坂出市営田尾火葬場 香川県坂出市常盤町二丁目１番１号 0877-46-4741 seikatsu@city.sakaide.lg.jp JR坂出駅から2.5㎞,車で10分 坂出市役所 市民生活部生活課 0877-46-4503
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香川県 善通寺市斎場 香川県善通寺市与北町2694番地1 0877-63-6307 0877-63-5788 kankyou@city.zentsuji.lg.jp http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/ JR善通寺駅から１．５㎞,車で５分 善通寺市役所 市民生活部環境課 0877-63-6307

香川県 観音寺市伊吹火葬場 香川県観音寺市伊吹町1269番地 0875-29-2111 0875-29-2666 ibuki@city.kanonji.lg.jp http://www.city.kanonji.kagawa.jp JR観音寺駅から車で10分,ﾌｪﾘｰ25分 観音寺市役所 伊吹支所 0875-29-2111

香川県 観音寺市燧望苑 香川県観音寺市大野原町丸井1183番地 0875-67-5650 0875-67-5652 suibouen@city.kanonji.lg.jp http://www.city.kanonji.kagawa.jp JR観音寺駅から約9km､車で15分 観音寺市役所 市民部市民課 0875-23-3924

香川県 さぬき市斎場 香川県さぬき市大川町富田中539番地2 0879-43-6655 0879-43-6699 seikatsu@city.sanuki.lg.jp http://www.city.sanuki.kagawa.jp JR津田駅から5㎞,車で7分 さぬき市役所 市民部生活環境課 087-894-1119

香川県 東かがわ市白鳥斎苑 香川県東かがわ市西山192-14 0879-25-4511 0879-25-4511 JR讃岐白鳥駅から5㎞,車で8分 東かがわ市役所 市民部環境衛生課 0879-26-1226

香川県 東かがわ市大内斎苑 香川県東かがわ市町田287-1 0879-25-9030 0879-25-9031 JR丹生駅から1.2㎞,車で5分 東かがわ市役所 市民部環境衛生課 0879-26-1226

香川県
三豊市南部火葬場
やすらぎ苑

香川県三豊市山本町神田乙601番地1 0875-63-4234 ＪＲ讃岐財田駅から７㎞，車で１５分 三豊市役所 市民部環境衛生課 0875-73-3007

香川県
三豊市北部火葬場
七宝苑

香川県三豊市三野町吉津丙155番地１ 0875-72-0196 ＪＲみの駅から５㎞，車で１０分 三豊市役所 市民部環境衛生課 0875-73-3007

香川県 土庄町斎場 香川県小豆郡土庄町見目乙213 0879-65-2816 土庄港から8km,車で20分 土庄町役場 住民環境課 0879-62-7010

香川県 豊島斎場 香川県小豆郡土庄町豊島家浦3696 0879-68-3352 家浦港から1.5km,車で5分 土庄町役場 住民環境課 0879-62-7010

香川県 小豆島町池田斎場 香川県小豆郡小豆島町池田3830番地 池田港から2km 車で5分 小豆島町役場 企画振興部環境衛生課 0879-82-7008

香川県 小豆島町内海斎苑 香川県小豆郡小豆島町安田甲1471番地 0879-82-5084 草壁港から3km 車で10分 小豆島町役場 企画振興部環境衛生課 0879-82-7008

香川県 小豆島町吉田斎場 香川県小豆郡小豆島町吉田乙29番地8 福田港から2km 車で5分 小豆島町役場 企画振興部環境衛生課 0879-82-7008

香川県
三木・長尾葬斎組合葬斎
場しずかの里

香川県木田郡三木町大字井戸993番地 087-899-1161 087-899-1162 sizuka@m61.sanuki.ne.jp 琴電長尾線井戸駅から車で5分
三木・長尾葬斎組合
(三木町及びさぬき市長尾地区)

三木・長尾葬斎組合事務局 087-891-3309

香川県 直島町営火葬場 香川県香川郡直島町4758番地 087-892-2298 四国汽船､宮浦港から車で3分 直島町役場 環境水道課 087-892-2225

香川県 宇多津町火葬場 香川県綾歌郡宇多津町553番地1 0877-49-0826 JR宇多津駅から3Km 宇多津町役場 住民生活課 0877-49-8000

香川県 綾川斎苑 香川県綾歌郡綾川町山田下952-2 087-878-2189 087-878-2189
ＪＲ端岡から9.5km,車で約25分
琴電　陶駅から1.5km,車で5分

綾川町役場 住民生活課 087-876-1114

香川県 琴平町斎場 香川県仲多度郡琴平町1262番地4 0877-75-1021 JR琴平駅から1.2㎞,車で5分 琴平町役場 住民福祉課 0877-75-6707

香川県 多度津町火葬場 香川県仲多度郡多度津町本通3丁目4番1号 JR多度津駅から3km,車で5分 多度津町役場 住民環境課 0877-33-4480

香川県 まんのう町火葬場 香川県仲多度郡まんのう町吉野4204-6 0877-79-2883 0877-79-2883 JR琴平駅から約7km車で約15分 まんのう町役場 住民生活課 0877-73-0101

愛媛県 松山市斎場 愛媛県松山市食場町甲2番地 089-977-4738 089-977-9904 saijou@city.matsuyama.ehime.jp http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/saijyo/saijou.html JR松山駅から9.2km､車で21分 松山市役所 保健福祉部　生活衛生課 089-911-1863

愛媛県 松山市北条斎場貴船苑 愛媛県松山市安岡乙11番地2 089-994-2966 089-994-3200 kifuneen@city.matsuyama.ehime.jp http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/saijyo/saijou.html JR粟井駅から2.2km､車で7分 松山市役所 保健福祉部　生活衛生課 089-911-1863

愛媛県 松山市中島斎場 愛媛県松山市中島大浦25番地1 089-997-0464 089-997-0877 nakajimasaijyo@soleil.ocn.ne.jp http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/saijyo/saijou.html
伊予鉄道高浜駅から徒歩1分の高浜港発のﾌｪﾘｰに乗船
し､大浦港から2.3km､車で10分

松山市役所 保健福祉部　生活衛生課 089-911-1863

愛媛県 寺田斎場 愛媛県松山市桜ヶ丘4232 089-952-0220 089-952-1617 terada@eagle.ne.jp http://www.kourinkaku.com/ JR三津浜駅から2km､車で4分 ㈲エフ・エヌ商事 株式会社　寺田商店　総務部 089-952-0220

愛媛県 泊火葬場 愛媛県松山市泊町黒崎224番地
伊予鉄道高浜駅から徒歩1分の高浜港発のﾌｪﾘｰに乗船
し､泊港から1.4km､車で9分

泊町内会 （泊町内会長）

愛媛県 燧風苑 愛媛県今治市山方町1丁目乙45番地 0898-32-0970 0898-32-0971 http://www.suifuen.jp/ JR今治駅から約3km,車で10分 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535

愛媛県 ふじさき苑 愛媛県今治市吉海町仁江3217番地 0897-84-3412 http://www.sougi-ooshima.jp/ JR今治駅から約15km,車で25分 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535

愛媛県 伯方斎場 愛媛県今治市伯方町木浦乙1003番地2 0897-72-3350 http://www.hakata-saijo.jp/ JR今治駅から約26km,車で35分 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535

愛媛県 大翔苑 愛媛県今治市大三島町宮浦1609番地 0897-82-0274 http://www.oomishima.com/daishouen-hp/ JR今治駅から約35km,車で45分 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535
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愛媛県 岡村火葬場 愛媛県今治市関前岡村甲1013番地3 http://www.city.imabari.ehime.jp/seikan/bochi/kasoba_sekizen.html 岡村港から約700m 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535

愛媛県 小大下火葬場 愛媛県今治市関前小大下乙1385番地 http://www.city.imabari.ehime.jp/seikan/bochi/kasoba_sekizen.html 小大下港から約300m 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535

愛媛県 大下火葬場 愛媛県今治市関前大下甲779番地 http://www.city.imabari.ehime.jp/seikan/bochi/kasoba_sekizen.html 大下港から約600m 今治市役所 市民環境部生活環境課 0898-36-1535

愛媛県 静愁苑 愛媛県宇和島市寄松甲1438番地 0895-27-0182
0895-24-1140(宇和
島市役所生活環境
課)静愁苑にはなし

kankyo@city.uwajima.lg.jp
(宇和島市役所生活環境課)静愁苑にはなし

www.city.uwajima.ehime.jp（宇和島市役所）静愁苑にはなし JR宇和島駅から10㎞,車で20分 宇和島市役所 本庁生活環境課 0895-24-1111

愛媛県 吉田斎場 愛媛県宇和島市吉田町東小路乙5番地 0895-52-0783

0895-24-1140(宇和
島市役所生活環境
課)吉田斎場にはな
し

kankyo@city.uwajima.lg.jp
(宇和島市役所生活環境課)y吉田斎場にはな
し

www.city.uwajima.ehime.jp（宇和島市役所）吉田斎場にはなし JR吉田駅から1.5㎞,車で5分 宇和島市役所 本庁生活環境課 0895-24-1111

愛媛県 やすらぎ聖苑 愛媛県八幡浜市若山9番耕地49番地1 0894-20-0212 0894-24-6261 JR双岩駅から約4㎞,車で約10分 八幡浜市役所 市民福祉部生活環境課 0894-22-3111

愛媛県 新居浜市斎場 愛媛県新居浜市礒浦町１９―１ 0897-34-8163 0897-34-8620 松山自動車道西条ICから６km車で１５分 新居浜市役所 環境部環境環境保全課 0897-65-1512

愛媛県 西条市やすらぎ苑 愛媛県西条市玉之江９９２番地 0898-65-5211 0898-65-5211 JR玉之江駅から約３㎞､車で約５分 西条市役所 環境部　衛生課 0897-52-1221

愛媛県 大洲肱陵苑 愛媛県大洲市西大洲甲2085番地1 0893-59-1581 0893-59-1581 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shimin/0293.html JR西大洲駅から4㎞,車で6分 大洲市役所 市民福祉部市民生活課

0893-24-2111
(代表)
0893-24-1710
(直通)

愛媛県 大洲市長浜火葬場 愛媛県大洲市長浜町沖浦丙1413番地の2 0893-52-1529 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shimin/0295.html JR長浜駅から3㎞,車で5分 大洲市役所 長浜支所地域振興課

0893-52-1111
(代表)
0893-52-1113
(直通)

愛媛県 大洲市肱川静浄苑 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂567番地 0893-34-2083 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shimin/0292.html JR内子駅から15㎞,車で20分 大洲市役所 肱川支所地域振興課 0893-34-2311

愛媛県 大洲市河辺静霊苑 愛媛県大洲市河辺町植松1943番地 0893-39-2837 http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/shimin/0294.html JR内子駅から24㎞,車で30分 大洲市役所 河辺支所地域振興課

0893-39-2111
(代表)
0893-39-2113
(直通)

愛媛県 聖浄苑 愛媛県伊予市大平甲１９６８番地１ 089-983-5566 089-983-5566 JR大平駅から３ｋｍ、車で３分 伊予消防等事務組合
伊予消防等事務組合
事務局

089-982-0119

愛媛県 川之江斎苑 愛媛県四国中央市上分町970番地1 0896-56-3155 0896-56-3163 JR川之江駅から6㎞,車で15分 四国中央市役所 市民部生活環境課 0896-28-6145

愛媛県 伊予三島斎場 愛媛県四国中央市中之庄町字浜之前1670番1 0896-23-0598 0896-23-0599 JR伊予三島駅から2.5㎞,車で10分 四国中央市役所 市民部生活環境課 0896-28-6145

愛媛県 土居斎苑 愛媛県四国中央市土居町土居2208番地 0896-74-3542 0896-74-3542 JR伊予土居駅から3㎞,車で10分 四国中央市役所 市民部生活環境課 0896-28-6145

愛媛県 西予市宇和光浄苑 愛媛県西予市宇和町皆田1573番地 0894-62-2205 http://www.city.seiyo.ehime.jp/docs/2015052900091/#uwa JR下宇和駅から1㎞,徒歩で5分 西予市役所 生活福祉部環境衛生課 0894-62-1132

愛媛県 西予市城川帰楽苑 愛媛県西予市城川町魚成4791番地 0894-82-1077 http://www.city.seiyo.ehime.jp/docs/2015052900091/#shirokawa JR卯之町駅から30㎞,車で40分 西予市役所 城川支所生活福祉課 0894-82-1115

愛媛県 西予市三瓶清流苑 愛媛県西予市三瓶町津布理字黒田1470番地1 0894-33-3550 http://www.city.seiyo.ehime.jp/docs/2015052900091/#mikame JR卯之町駅から11㎞,車で20分 西予市役所 三瓶支所生活福祉課 0894-33-1113

愛媛県 西予市野村浄香苑 愛媛県西予市野村町野村8号313番地 0894-72-1149 http://www.city.seiyo.ehime.jp/docs/2015052900091/#nomura JR卯之町駅から15㎞,車で20分 西予市役所 野村支所生活福祉課 0894-72-1113

愛媛県 東温市斎場桜花苑 愛媛県東温市河之内乙８２６番甲ノ１０ 089-966-6623 089-966-6623 伊予鉄道横河原線横河原駅から９ｋｍ、車で２０分 東温市役所 市民福祉部環境保全課 089-964-4415

愛媛県 弓削斎場 愛媛県越智郡上島町弓削大谷105番地1 0897-77-2916 http://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/10/129.html 弓削港から4Km､車で10分 上島町役場 上島町生活環境課 0897-77-4545

愛媛県 やすらぎ苑 愛媛県越智郡上島町生名4495番地の1 立石港から2Km､車で6分 上島町役場 生名総合支所住民課 0897-76-3000

愛媛県 天翔苑 愛媛県越智郡上島町岩城3707番地1 岩城港から4Km,車で10分 上島町役場 岩城総合支所住民課 0897-75-2500

愛媛県 魚島火葬場 愛媛県越智郡上島町魚島1番耕地917番地 篠塚港から0.5Km,徒歩で5分 上島町役場 魚島総合支所住民課 0897-78-0011

愛媛県 久万高原町立斎場 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万１６１８ 0892-21-2166 0892-21-2166 JR久万高原バス停から１．５ｋｍ、車で５分 久万高原町 環境整備課 0892-21-1111

愛媛県 内子町斎場　藤華苑 愛媛県喜多郡内子町寺村2478番地7 0892-52-3461 0893-44-5313 JR内子駅から23㎞,車で25分 内子町役場 住民課 0892-44-6152

愛媛県 伊方斎場
愛媛県西宇和郡伊方町川永田字宿名とふ乙104番
地2

0894-38-1936 JR八幡浜駅から12㎞,車で20分 伊方町役場 町民課住民生活室 0894-38-2653
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愛媛県 佐田岬斎場 愛媛県西宇和郡伊方町神崎ｦﾖﾎﾞｼ2183番地4 0894-53-0170 0894-53-0170 JR八幡浜駅から33㎞,車で50分 伊方町役場 町民課住民生活室 0894-38-2653

愛媛県 日吉斎場 愛媛県北宇和郡鬼北町大字下鍵山548番地 宇和島ﾊﾞｽ日吉支所前から1㎞,徒歩15分 鬼北町 鬼北町役場日吉支所 0895-44-2211

愛媛県 広見斎場 愛媛県北宇和郡鬼北町大字出目3369番地2 0895-45-3013 JR出目駅から0.5㎞,徒歩8分 宇和島地区広域事務組合 鬼北町役場環境保全課 0895-45-1111

愛媛県 愛南町御荘霊苑 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2613番地 0895-72-4420 0895-72-4633 mishoreien-1@town.ainan.ehime.jp 宿毛駅から22km,車で25分 愛南町役場 環境衛生課 0895-72-7316

高知県 高知市斎場 高知県高知市幸崎75 088-832-3049 088-832-3091 kc-102100@city.kochi.lg.jp 土佐電鉄 電停上町2丁目から南へ約2km,徒歩20分 高知市役所 市民協働部斎場 088-832-3049

高知県 室戸市火葬場
高知県室戸市室津字磯道２８８４番１、２８８３番２、２
８８２番２、２８８１番２、１０８番

0887-23-3018 ごめん･なはり線 奈半利駅から約25km､車で約40分 室戸市役所 市民課 0887-22-5126

高知県 社の聖苑 高知県安芸市伊尾木黒瀬谷山奥下モ４０３５のイ 0887-35-5800 土佐くろしお鉄道ごめんなはり線安芸駅から車で10分 安芸市役所 環境課 0887-35-1023

高知県 須崎斎場 高知県須崎市池ﾉ内９７０-７ 0889-40-0900 0889-40-0901 JR須崎駅から2km､車で5分 高幡広域市町村圏事務組合 高幡広域市町村圏事務組合事務局 0889-42-9311

高知県 宿毛市斎場 高知県宿毛市山奈町芳奈３３５２番地 0880-66-2046 土佐くろしお鉄道平田駅から3㎞.車で5分 宿毛市役所 環境課 0880-63-1697

高知県 土佐清水市斎場 高知県土佐清水市浦尻字大駄馬山４２３番地１７０ 0880-82-1942 0880-82-1965 shimin-lg@city.tosashimizu.lg.jp JR中村駅から40Km､車で40分 土佐清水市役所 市民環境室 0880-82-1214

高知県 香南斎場やすらぎ苑 高知県香南市赤岡町2018-1
0887-54-5550
0887-54-5017

0887-54-4664 konan_saijo@shirt.ocn.ne.jp
土佐くろしお鉄道 ごめん･なはり線 赤岡駅から北へ1.5
㎞,車で5分

香南斎場組合 香南斎場組合事務局 0887-54-5550

高知県 東洋町斎場 高知県安芸郡東洋町大字野根丙２６０１番地３ 0887-28-0828 阿佐東線甲浦駅から約6km､車で約10分 東洋町役場 住民課 0887-29-3394

高知県 中芸広域火葬場 高知県安芸郡奈半利町４５７９番地４ 0887-38-7023 0887-38-7023 奈半利駅から車で5分 中芸広域連合 総務企画課 0887-38-4077

高知県 嶺北斎苑 高知県土佐郡土佐町境５６０ 0887-82-2425 0887-82-2425 http://www.reihoku-k.jp/kumiai/saien.html JR大杉駅から18km､車で25分 嶺北広域行政事務組合 嶺北広域行政事務組合事務局 0887-76-3177

高知県 中土佐町斎場 高知県高岡郡中土佐町久礼7111番地２４ 0889-52-4117
JR土佐久礼駅から4㎞､車で約10分(国道56号･焼坂ﾄﾝﾈ
ﾙ手前)

中土佐町役場 町民環境課 0889-52-2213

高知県 高吾苑 高知県高岡郡佐川町丙2789番地2 0889-22-4544 0889-22-4544 seiso5@kogohoku.ochi.kochi.jp http://www.kogohoku.ochi.kochi.jp JR佐川駅から4㎞､車で5分 高吾北広域町村事務組合 高吾北清掃センター 0889-22-3111

高知県 四万十町斎場 高知県高岡郡四万十町天ﾉ川１５８番地３ 0880-22-4303 JR窪川駅から7㎞､車で10分 四万十町役場 環境水道課 0880-22-3119

高知県 幡多中央斎場 高知県幡多郡黒潮町出口2771番2 0880-43-0077 0880-43-0088 hatasai@iwk.ne.jp 土佐くろしお鉄道古津賀駅から1㎞.車で5分 四万十市役所・黒潮町役場 幡多中央環境施設組合 0880-33-1504

福岡県 北九州市立東部斎場 福岡県北九州市門司区大字猿喰１３４２番地の８ 093-391-0715 093-391-0909 ＪＲ小森江駅から３．６㎞，車で１１分 北九州市役所 保健福祉局保健衛生部保健衛生課 093-582-2435

福岡県 北九州市立西部斎場 福岡県北九州市八幡西区本城五丁目６番１号 093-691-2017 093-692-5428 ＪＲ陣原駅から２．２㎞，車で５分 北九州市役所 保健福祉局保健衛生部保健衛生課 093-582-2435

福岡県 福岡市葬祭場（刻の森） 福岡県福岡市南区桧原６丁目１番１号 092-566-2551 092-564-1110 fukuoka-sousai@f-kankyo.or.jp https://fukuoka-sousai.jp/ 西鉄天神大牟田線大橋駅から７ｋｍ、車で２０分 福岡市役所 保健福祉局生活衛生部生活衛生課 092-711-4273

福岡県 大牟田市葬斎場 福岡県大牟田市黄金町２丁目２１０－２ 0944-52-4106 0944-52-4106 http://www.city.omuta.lg.jp ＪＲ大牟田駅から２㎞，車で６分 大牟田市役所 保健福祉部保健福祉総務課 0944-41-2660

福岡県 久留米市斎場 福岡県久留米市高良内町４０３０番地１ 0942-21-4433 0942-21-4435 saijou@city.kurume.fukuoka.jp
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2030shisetsu/3070desaki/saijo
u.html

ＪＲ久留米大学前駅から4.5㎞，車で10分 久留米市役所 環境部斎場 0942-21-4433

福岡県 直方市火葬場天翔館 福岡県直方市大字上新入２４３０番地１４ 0949-24-6823 0949-24-6823 ＪＲ直方駅から３㎞，車で８分 直方市役所 市民部市民・人権同和対策課 0949-25-2110

福岡県 飯塚市斎場 福岡県飯塚市大日寺736番地 0948-22-0288 0948-26-2347 JR新飯塚駅から5.5㎞、車で20分
ふくおか県央環境広域施設組合（飯
塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町）

施設課施設第1係 0948-22-6363

福岡県 筑穂園 福岡県飯塚市長尾654番地 0948-72-3312 0948-72-3312 JR桂川駅から2㎞、車で5分
ふくおか県央環境広域施設組合（飯
塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町）

組合事務局 0948-22-5911

福岡県 八女市黒木斎場 福岡県八女市黒木町今1621-1 JR羽犬塚駅から25ｋｍ、車で45分 八女市役所 黒木支所市民生活福祉課 0943-42-1114

福岡県 八女市上陽斎場 福岡県八女市上陽町北川内3628 JR羽犬塚駅から20ｋｍ、車で40分 八女市役所 上陽支所市民生活福祉課 0943-54-2218

福岡県 八女市矢部斎場 福岡県八女市矢部村北矢部5267-5 JR羽犬塚駅から48ｋｍ、車で90分 八女市役所 矢部支所市民生活福祉課 0943-47-3111
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福岡県 八女市星野斎場 福岡県八女市星野村5447-1 JR羽犬塚駅から26ｋｍ、車で50分 八女市役所 星野支所市民生活福祉課 0943-52-3113

福岡県 大川市斎場 福岡県大川市大字中古賀１０９５番地１ 0944-86-3232 西鉄柳川駅から１０ｋｍ、車で１５分 大川市役所 環境課 0944-87-6789

福岡県
行橋市営火葬場
やすらぎ苑

福岡県行橋市大字上稗田１２００番地１ 0930-22-2450 0930-22-4511 ＪＲ行橋駅から６㎞，車で２０分 行橋市役所 環境水道部環境課 0930-25-1111

福岡県 豊前市斎場 福岡県豊前市大字１１３５－５ 0979-82-8444 0979-82-8444 http://external.city.ichinoseki.iwate.jp/kouiki-gyousei/ JR宇島駅から10㎞,車で8分 豊前市役所 市民福祉部生活環境課 0979-82-1111

福岡県 河北苑 福岡県小郡市大保５１４－１ 0942-75-5701 0942-75-5701 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/197/250/658 西鉄大保駅から１ｋｍ、車で５分 小郡市役所 環境経済部生活環境課 0942-72-2111

福岡県 筑慈苑 福岡県筑紫野市大字山家3745番地1 092-926-1892 092-926-1881 chikujien@sage.ocn.ne.jp http://chikujien.sakura.ne.jp ＪＲ筑前山家駅から2㎞、車で5分
筑慈苑施設組合（筑紫野市、春日市、
大野城市、太宰府市、筑前町）

筑慈苑施設組合事務局 092-926-3433

福岡県 浄楽苑宗像斎場 福岡県宗像市大井1548番地 0940-36-3501 ＪＲ東郷駅から５㎞，車で１０分 宗像市役所 市民協働環境部環境課 0940-36-1421

福岡県 うきは市浄光苑 福岡県うきは市浮羽町小塩5381-4 0943-77-8391 0943-75-8391 ukiha-jokoen@shore.ocn.ne.jp http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/map/pub/detail.aspx?c_id=10&id=27&pg=19 ＪＲうきは駅から5㎞，車で10分 うきは市役所 市民生活課生活環境係 0943-75-4972

福岡県 宮若市火葬場　桜華苑 福岡県宮若市原田３３１番地 0949-55-6060 0949-55-6080 高速道路の若宮ICから車で10分 宮若市役所 環境保全課 0949-32-0516

福岡県 嘉麻市嘉麻斎場 福岡県嘉麻市牛隈1702番地2 0948-57-0366 0948-57-0470 JR下鴨生駅から6㎞、車で15分
ふくおか県央環境広域施設組合（飯
塚市・嘉麻市・桂川町・小竹町）

施設課施設第2係 0948-42-0325

福岡県 杷木火葬場（香華園） 福岡県朝倉市杷木志波746番地5 0946-63-3260 0946-63-3260 甘木鉄道甘木駅から15km、車で30分 朝倉市 市民環境部環境課 0946-23-1153

福岡県 甘木火葬場（梅香苑） 福岡県朝倉市堤4番地6 0946-22-9748 西鉄甘木駅から4km、車で10分 朝倉市 市民環境部環境課 0946-23-1153

福岡県 瀬高葬斎場 福岡県みやま市下庄579 0944-63-7584 0944-63-7584 JR瀬高駅から3km、車で5分 みやま市役所 環境経済部環境衛生課 0944-64-1521

福岡県 糸島市斎場 福岡県糸島市二丈石崎４００番地 092-325-0171 092-325-0219 ＪＲ筑前深江駅から２㎞，車で５分 糸島市 生活環境課 092-332-2068

福岡県
那珂川市葬祭場
「華石苑」

福岡県那珂川市大字上梶原529番地43 092-952-1262 092-952-1262 https://www.city.nakagawa.lg.jp/map/kaseki.html ＪＲ博多南駅から4.9ｋｍ、車で11分 那珂川市役所 市民生活部環境課 092-953-2211

福岡県 相島火葬場 福岡県糟屋郡新宮町大字相島１２４５番地1 相島渡船場から０.7㎞、徒歩10分 新宮町 環境課 092-963-1732

福岡県 天生園 福岡県遠賀郡遠賀町大字上別府１９９６番地 093-293-1840 093-293-1883 onkouiki.tensyouen@apricot.ocn.ne.jp http://www.onga-nakama-tensyouen.jp ＪＲ遠賀川駅から５Ｋｍ、車で７分
遠賀・中間地域広域行政事務組合
（中間市・遠賀郡水巻町・岡垣町・芦
屋町・遠賀町）

遠賀・中間地域広域行政
事務組合業務第１課

093-293-3581

福岡県 やすらぎ苑 福岡県三潴郡大木町大字上八院1653 0944-32-2876 西鉄八丁牟田駅から1.5㎞､徒歩19分 大木町 健康課 0944-32-1279

福岡県 苅田町火葬場かんだ苑 福岡県京都郡苅田町大字南原1127番地2 093-434-0226 093-434-0226 ＪＲ日豊本線苅田駅から約2.5km、車で5分 苅田町役場 環境保全課 093-434-1834

福岡県
みやこ町葬斎場
（やすらぎ苑）

福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場1515-3 0930-42-2302 平成筑豊鉄道犀川駅から2.5㎞､車で3分 みやこ町 住民課 0930-32-2510

福岡県 築上東部火葬場 福岡県築上郡上毛町宇野１２３６番地１ 0979-72-2095 0979-53-6123 yoshi-kan@mocha.ocn.ne.jp 吉富駅から５.５km、車で１１分 一部事務組合（吉富町、上毛町） 吉富町外１町環境衛生事務組合事務局 0979-22-7081

福岡県 築上町火葬場(清浄園) 福岡県築上郡築上町大字築城1798番地 0930-56-1895 0930-56-1897 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/map1/140/kasoujou.html JR椎田駅から1.9km,車で6分 築上町役場 環境課 清掃施設管理係 0930-56-1310

福岡県
北筑昇華苑組合立北筑昇
華苑

福岡県古賀市青柳145番地1
092-942-1136
092-943-7921

092-942-1149
092-943-7922

ichibujimu@city.fukuoka-koga.lg.jp http://kitachikusyokaen.com/ ＪＲ古賀駅から5.7㎞，車で14分 北筑昇華苑組合 北筑昇華苑 092-943-7921

福岡県 八女西部斎場東原園 福岡県八女市今福１３５６番地１ 0943-24-4404 0943-24-4404 ＪＲ羽犬塚駅から５．８㎞，車で１５分 八女西部広域事務組合 八女西部広域事務組合事務局 0942-52-7536

福岡県 田川地区斎場 福岡県田川市大字伊加利2191-14 0947-42-8002 0947-42-8025 tagawa.saijyo-8002@abelia.ocn.ne.jp JR田川後藤寺駅から７km、車で１０分 田川地区 事務局 0947-42-8002

福岡県 鞍手町営葬祭場 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３３９７番地 0949-42-0665 ＪＲ鞍手駅から３㎞，車で５分 鞍手町役場 農政環境課生活環境係 0949-42-2111

佐賀県 つくし斎場 佐賀市金立町大字金立１１９７番地４６５ 0952-98-3040 0952-98-3040 https://www.city.saga.lg.jp/main/1978.html JR佐賀駅から9km､車で30分 佐賀市役所 市民生活部市民生活課 0952-40-7068
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佐賀県 川副葬祭公園 佐賀市川副町大字犬井道５７２２番地 0952-45-6836 0952-45-6836 https://www.city.saga.lg.jp/main/1979.html JR佐賀駅から13km､車で50分 佐賀市役所 市民生活部市民生活課 0952-40-7068

佐賀県 東与賀火葬場 佐賀市東与賀町大字田中１７２番地３ 0952-45-6805 0952-45-6805 https://www.city.saga.lg.jp/main/1980.html JR佐賀駅から7km､車で20分 佐賀市役所 市民生活部市民生活課 0952-40-7068

佐賀県 大平山斎苑 佐賀県唐津市神田965番地180 0955-73-4567 0955-73-2083 oohirayama@mist.ocn.ne.jp JR唐津駅から5Km,車で10分 唐津市役所 市民部生活環境対策課 0955-72-9124

佐賀県 浜玉斎場さくら苑 佐賀県唐津市浜玉町渕上740番地1 0955-56-8950 0955-56-8950 JR浜崎駅から4km,車で10分 唐津市役所 浜玉市民センター総務・福祉課 0955-53-7103

佐賀県 相知厳木斎場 佐賀県唐津市相知町町切353番地2 0955-63-2327 0955-63-2327 JR岩屋駅から1Km､,車で3分 唐津市役所 相知市民センター総務・福祉課 0955-53-7123

佐賀県 肥前斎場 佐賀県唐津市肥前町新木場丙1409ｰ45 0955-54-0041 0955-54-0041 JR唐津駅から15Km,車で30分 唐津市役所 肥前市民センター総務・福祉課 0955-53-7143

佐賀県 呼子町霊葬場 佐賀県唐津市呼子町呼子1413番地4 0955-82-5099 JR西唐津駅から13Km.車で25分 唐津市役所 呼子市民センター総務・福祉課 0955-53-7163

佐賀県 鳥栖市斎場 佐賀県鳥栖市河内町2415-1 0942-83-3264 0942-83-3264 kankyou@city.tosu.lg.jp http://www.city.tosu.lg.jp/contents/kankyou/saijyou.html JR鳥栖駅から6Km,車で15分 鳥栖市役所 市民環境部環境対策課 0942-85-3561

佐賀県 天山斎場 佐賀県多久市東多久町大字別府2949ｰ743 0952-76-2657 0952-76-2761 tenzantikusaijou@globe.ocn.ne.jp
高速道路多久ｲﾝﾀｰより佐賀方面へ約10分
JR東多久駅から3Km､車で5分

天山地区共同斎場組合 組合事務局 0952-76-2657

佐賀県 やすらぎ斎苑 佐賀県伊万里市大坪町乙４８２番地 0955-20-4211 0955-20-4212 ia-eisei@hachigamenet.ne.jp ＪＲ伊万里駅から車で10分 伊万里・有田地区衛生組合 組合事務局 0955-23-7170

佐賀県 杵藤葬斎公園 佐賀県武雄市北方町大字大渡3815ｰ141 0954-36-2152 0954-36-2152 http://www.kitou-web.jp/sousai/index.html JR武雄温泉駅から6㎞,車で7分 杵藤地区広域市町村圏組合 環境施設課 0954-26-3003

佐賀県 基山町葬祭公園 佐賀県三養基郡基山町大字園部4493番地 0942-92-2218 0942-92-2218 JR基山駅から7Km車で15分 基山町役場 まちづくり課生活環境係 0942-92-7941

佐賀県
三養基西部葬祭組合
斎場しらさぎ苑

佐賀県三養基郡みやき町大字寄人910番地1 0942-96-3075 0942-96-3095 miyakiseibusousaikumiai@equ.bbiq.jp みやき町三根庁舎から２ｋｍ、車で５分 三養基西部葬祭組合 組合事務局 0942-96-3075

佐賀県 太良町営火葬場安穏の里 佐賀県藤津郡太良町大字多良3309番地 0954-67-2042 0954-67-0960 JR多良駅から1.7km,車で3分 太良町役場 環境水道課 0954-67-0792

長崎県 長崎市もみじ谷葬斎場 長崎県長崎市淵町26番6号 095-861-0298 095-861-0728 momiji@city.nagasaki.lg.jp JR長崎駅から4km､車で5分 長崎市役所 市民生活部もみじ谷葬斎場 095-861-0298

長崎県 佐世保市西部芳世苑 長崎県佐世保市大潟町３９２番地２ 0956-48-3421 0956-48-3426 seihouse@city.sasebo.lg.jp ＪＲ佐世保駅から１２㎞，車で２０分 佐世保市役所 保健福祉部生活衛生課 0956-24-1111

長崎県 佐世保市東部芳世苑 長崎県佐世保市下の原町５９１番地 0956-30-6024 0956-30-6024 ＪＲ早岐駅から５㎞，車で１０分 佐世保市役所 保健福祉部生活衛生課 0956-24-1111

長崎県 佐世保市宇久やすらぎ苑 長崎県佐世保市宇久町平１番地第１ 佐世保市役所 保健福祉部生活衛生課 0956-24-1111

長崎県 しまばら斎場 長崎県島原市上の原三丁目6188番の2 0957-62-3028 島鉄島原駅から1.5㎞、車で5分 島原市役所 環境課 0957-62-8017

長崎県 旅立ちの里小ヶ倉斎苑 長崎県諫早市小ヶ倉町636-21 0957-21-2600 0957-21-2601 JR諫早駅から6㎞,車で15分 諫早市 市民生活環境部環境政策課 0957-22-1500

長崎県 鹿ノ塔斎場 長崎県諫早市高来町黒新田275-2 0957-32-3500 0957-32-3511 JR湯江駅から4㎞,車で10分 諫早市 市民生活環境部環境政策課 0957-22-1500

長崎県 大村市斎場 長崎県大村市徳泉川内町535-17 0957-54-5582 0957-54-5582 JR大村駅から2.5㎞，車で5分 大村市役所 市民環境部環境保全課 0957-53-4111

長崎県 平戸斎場 長崎県平戸市深川町677番地13 0950-24-2131 0950-24-2131 MR平戸たびら口駅１６㎞、車で３０分 平戸市役所 市民生活部市民課 0950-22-4111

長崎県 大島村火葬場やすらぎ苑 長崎県平戸市大島村前平3633番地1 平戸市役所 大島支所地域振興課 0950-55-2511

長崎県 松浦斎苑 長崎県松浦市志佐町栢木免７７８番地 0956-72-5443 0956-72-5882 ma-saien@atlas.plala.or.jp ＭＲ松浦駅から5ｋｍ、車で15分 松浦市役所 市民生活課 0956-72-1594

長崎県 福島斎苑 長崎県松浦市福島町原免６８０番地２ 0955-47-2121 松浦市役所 福島支所地域振興課 0955-47-3111

長崎県 対馬市斎場「つつじの苑」 長崎県対馬市美津島町根緒444番地 0920-52-1414 0920-52-1414 対馬市役所 市民生活部環境政策課 0920-53-6111

長崎県 対馬市斎場「霊光苑」 長崎県対馬市豊玉町仁位2061番地2 0920-58-1587 対馬市役所 中対馬振興部住民生活課 0920-58-1111

長崎県 対馬市斎場「峰浄苑」 長崎県対馬市峰町佐賀698番地13 0920-82-0434 対馬市役所 中対馬振興部住民生活課 0920-58-1111

長崎県 対馬市斎場「浄華苑」 長崎県対馬市上県町佐須奈乙1587番地2 0920-84-2362 対馬市役所 上対馬振興部住民生活課 0920-86-3112
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長崎県 壱岐葬斎場 長崎県壱岐市郷ノ浦町大浦触1020番地 0920-47-4049 壱岐市 保健環境部環境衛生課 0920-45-1112

長崎県 やすらぎ苑 長崎県五島市増田町615番地34 0959-831-1192 0959-83-1193 五島市役所 生活環境課 0959-72-6116

長崎県 浄富苑 長崎県五島市富江町狩立672番地 0959-82-2960 五島市役所 生活環境課 0959-72-6116

長崎県 奈留葬葬斎場 長崎県五島市奈留町浦３８８番地1 0959-64-2946 五島市役所 奈留支所 0959-64-3153

長崎県 西海市西海斎場 長崎県西海市西海町黒口郷2433番地1 0959-29-4950 0959-29-4951 saikai-saijou@city.saikai.lg.jp ＪＲ早岐駅から23㎞、車で35分 西海市役所 市民環境部環境政策課 0959-37-0065

長崎県 丸尾斎苑 長崎県雲仙市小浜町北木指２３０９番地２７ 0957-74-4555 0957-74-4555 鉄道の駅が無い。バスの運行のみ。 雲仙市役所 環境水道部課　環境政策課 0957-38-3111

長崎県 瑞穂斎苑 長崎県雲仙市瑞穂町西郷己４１５番地 0957-77-3881 0957-77-3881 島原鉄道　大正駅から３．１ｋｍ、車で５分 雲仙市役所 環境水道部課　環境政策課 0957-38-3111

長崎県
南島原市南有馬やすらぎ
苑

長崎県南島原市南有馬町丁1305番地2
0957－73－6762
0957－85－3544

0957-85-3544 島原鉄道（島原外港駅）より車で45分 南島原市役所 市民生活部衛生局南有馬衛生センター 0957-73-6645

長崎県 南島原市布津桜苑 長崎県南島原市布津町丙4620番地91 0957-72－6969 0957-72-6969 島原鉄道（島原外港駅）より車で25分 南島原市役所 市民生活部衛生局深江衛生センター 0957-73-6646

長崎県 川棚斎場 長崎県東彼杵郡川棚町白石郷490 0956-82-2222 0956-82-2222 JR川棚駅から2km、車で5分 東彼地区保健福祉組合 東彼地区保健福祉組合事務局 0957-46-1960

長崎県 小値賀町葬斎場 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷885番地1 小値賀町役場 建設課環境衛生係 0959-56-3111

長崎県 若松火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町間伏郷24番地2 0959-46-2156 新上五島町 住民生活課 0959-53-1111

長崎県 上五島火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1738番地8 0959-52-2951 新上五島町 住民生活課 0959-53-1111

長崎県 新魚目火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町小串郷4番地1 0959-55-2739 新上五島町 住民生活課 0959-53-1111

長崎県 奈良尾火葬場 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷908番地99 新上五島町 住民生活課 0959-53-1111

熊本県 熊本市斎場 熊本県熊本市東区戸島町796番地 096-380-3350 096-380-3776
http://www.city.kumamoto.jp/HpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1503&class_set
_id=1&class_id=59

JR光の森駅から 6.2km,車で約17分 熊本市 健康福祉局福祉部健康福祉政策課 096-328-2340

熊本県 植木火葬場 熊本県熊本市北区植木町滴水628番地1 096-272-0161 JR植木駅から2.6km,車で約11分 熊本市 健康福祉局福祉部健康福祉政策課 096-328-2340

熊本県 八代市斎場 熊本県八代市松崎町370番地1 0965-32-3844 0965-32-3844 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji003223/index.html JR鹿児島本線八代駅から3km､車で10分 八代市役所 市民環境部環境課 0965-33-4114

熊本県
八代生活環境事務組合斎
場

熊本県八代市東陽町南2811 0965-65-3535 0965-65-3535 seikatsu-j@yatsushiro.jp http://seikatsu.yatsushiro.jp JR有佐駅から6,200m､車で20分
八代生活環境事務組合
（八代市、氷川町）

八代生活環境事務組合総務課 0965-62-2049

熊本県
人吉球磨広域行政組合人
吉葬斎場

熊本県人吉市鬼木町1785番地 0966-22-2310 0966-22-5288 info@hitoyoshikuma.com https://hitoyoshikuma.com くま川鉄道相良藩願成寺駅から11.7km､車で5分 人吉球磨広域行政組合 施設管理課 0966-22-8558

熊本県 荒尾市斎場 熊本県荒尾市万田字中尾303 0968-62-0004 JR鹿児島本線荒尾駅から1.5km､徒歩30分(車で10分) 荒尾市 市民環境部環境保全課 0968-63-1370

熊本県 玉名斎場 熊本県玉名市青野1862番地の1 0968-74-1020 0968-74-1020 https://www.ariake-kouiki.or.jp/ JR新玉名駅から7.6km､車で約20分 有明広域行政事務組合 業務管理課 0968-57-5111

熊本県 山鹿市薄尾斎場 熊本県山鹿市鍋田１２３９番地１ 0968-43-1196 0968-43-1261 http://www.city.yamaga.kumamoto.jp
JR新玉名駅から山鹿行きの九州産交ﾊﾞｽで約４０分､山
鹿ﾊﾞｽｾﾝﾀｰで下車､車で約１０分

山鹿市 市民部環境課 0968-43-7211

熊本県 菊池広域連合菊池火葬場 熊本県菊池市木柑子1318番地 0968-25-4382 0968-25-4382 http://www.kikuchi-kr.jp/ 熊本電鉄ﾊﾞｽ花房ﾊﾞｽ停より徒歩10分 菊池広域連合 環境衛生課 0968-38-0172

熊本県 上天草市立斎場 熊本県上天草市大矢野町登立3495番地3 0964-56-1128 0964-56-1128 JR三角駅から5.7km､車で15分 上天草市 市民生活部生活環境課 0964-26-5524

熊本県 龍燈苑火葬場 熊本県宇城市不知火町小曽部1895-1 0964-33-2632 0964-33-2865 ryuutouen@bz03.plala.or.jp http://www.uki-kouikirengo.or.jp/ 松橋駅から3km､車で10分 宇城広域連合 環境衛生課 0964-32-4153
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熊本県
阿蘇広域行政事務組合阿
蘇中部斎場

熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５５６－１８ 0967-22-0092
JR豊肥線宮地駅から約７００ｍ､徒歩１０分｡車で、大分
方面へ国道５７号線を直進し、仙酔峡入口交差点を右
折し、４００ｍ先を左折

阿蘇広域行政事務組合 阿蘇広域行政事務組合総務課 0967-24-5111

熊本県 天草市営天草本渡斎場 熊本県天草市本町下河内442-2 0969-22-4464 0969-22-4786 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031144/index.html 天草市役所本庁から約4.5km､車で約15分 天草市 市民生活部環境施設課 0969-32-7861

熊本県 天草市営牛深火葬場 熊本県天草市牛深町513-3 0969-73-4714 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031146/index.html 天草市牛深支所から約4.5km､車で約12分 天草市 市民生活部環境施設課 0969-32-7861

熊本県 天草市営御所浦火葬場 熊本県天草市御所浦町牧島17 0969-67-3778 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031147/index.html 天草市倉岳町棚底港から海上ﾀｸｼｰで20分程度 天草市 市民生活部環境施設課 0969-32-7861

熊本県 天草市営天草火葬場 熊本県天草市天草町高浜南1008-1 0969-42-0797 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031148/index.html 天草市天草支所から約1.5.km､車で約5分 天草市 市民生活部環境施設課 0969-32-7861

熊本県 寂静の里 熊本県下益城郡美里町堅志田366 0964-46-4063 0964-46-3979 jakujou@bz03.plala.or.jp http://www.uki-kouikirengo.or.jp/ 松橋駅から13km､車で20分 宇城広域連合 環境衛生課 0964-32-4153

熊本県 せきすい斎苑 熊本県玉名郡南関町下坂下1907-2 0968-53-9856 0968-53-9856 九州自動車道菊水ｲﾝﾀｰから南関方面へ車で10分
南関町
和水町

南関町税務住民課
和水町税務住民課

0968-57-8579
(南関町）
0968-86-5723
(和水町）

熊本県 長洲斎苑 熊本県玉名郡長洲町大字769番地1 JR長洲駅から2km､徒歩25分､車で5分 長洲町 住民環境課 0968-78-3122

熊本県 和水町斎場 熊本県玉名郡和水町板楠1450番地 0968-34-2946 新玉名駅より17km 和水町 三加和総合支所住民課 0968-34-3111

熊本県 菊池広域連合大津火葬場 熊本県菊池郡大津町大字大津110番地 096-293-7730 096-293-7730 http://www.kikuchi-kr.jp/
JR豊肥線肥後大津駅よりJRﾊﾞｽ(菊池方面)にて翔陽高
校入口ﾊﾞｽ停下車､徒歩5分

菊池広域連合 環境衛生課 0968-38-0172

熊本県
阿蘇広域行政事務組合
阿蘇北部斎場

熊本県阿蘇郡南小国町大字中原１５８９－２ 0967-46-6022
車で国道２１２号線を北へ進み､サポートセンター悠愛を
左折し､約７００ｍ

阿蘇広域行政事務組合 阿蘇広域行政事務組合総務課 0967-24-5111

熊本県
阿蘇広域行政事務組合
南阿蘇霊照苑

熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字中松３４４１－１ 0967-62-9964
車で高森方面へ国道３２５号線バイパスを直進し､阿蘇
パノラマラインとの交差点を左折し､約３ｋｍ

阿蘇広域行政事務組合 阿蘇広域行政事務組合総務課 0967-24-5111

熊本県
益城、嘉島、西原環境衛
生施設組合益城斎場

熊本県上益城郡益城町大字福原5740番地 096-286-0877 096-286-0877 県道熊本高森線寺迫から車で七滝方面へ8分程度 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合
益城、嘉島、西原環境衛生施設組合事
務局

096-286-4190

熊本県 清和天昇苑 熊本県上益城郡山都町小峰1902-7 0967-72-3438

車で国道218号を宮崎方面へ直進し､山都町上井野(交
鶴ﾊﾞｽ停前)を右折し､上峰河鶴線を直進し､突き当たりを
右折し､県道小峰川内線に入り､山都町貫原方面へ
200m程度直進して右折

山都町 山都町環境水道課 0967-72-4002

熊本県
水俣芦北法域火葬場
ななうら苑

熊本県芦北郡津奈木町大字千代700 0966-78-4511 0966-78-4512 minaasi@soleil.ocn.ne.jp 肥薩おれんじ鉄道津奈木駅から２．７ｋｍ、車で４分 水俣芦北広域行政事務組合 水俣芦北広域行政事務組合業務課 0966-63-1128

熊本県
人吉球磨広域行政組合
水上葬斎場（菩提苑）

熊本県球磨郡水上村大字岩野2859番地 0966-44-0838 0966-44-0838 info@hitoyoshikuma.com https://hitoyoshikuma.com くま川鉄道湯前駅から1.7km､車で4分 人吉球磨広域行政組合 施設管理課 0966-22-8558

熊本県
人吉球磨広域行政組合
免田葬斎場（天翔苑）

熊本県球磨郡あさぎり町免田東2402番地1 0966-45-0004 0966-45-0004 info@hitoyoshikuma.com https://hitoyoshikuma.com くま川鉄道あさぎり駅から2.3km､車で6分 人吉球磨広域行政組合 施設管理課 0966-22-8558

熊本県 苓北町斎場 熊本県天草郡苓北町富岡字京ノ坪3939番地 0969-35-1293

0969-35-1554
（直通）
0969-35-2454
（24時間）

苓北町役場から車で5分 苓北町 苓北町税務住民課 0969-35-1111

大分県 大分市葬斎場 大分県大分市大字竹中562番地の1 097-597-6671 097-597-6189 sosaijo@city.oita.oita.jp JR中判田駅から約4㎞,車で約7分 大分市役所 市民部市民課 097-537-5614

大分県 大分市佐賀関火葬場 大分県大分市大字佐賀関2865番地 097-575-0192 097-575-0192 JR幸崎駅から約14㎞,車で約30分 大分市役所 市民部市民課 097-537-5614

大分県 中津市風の丘葬斎場 大分県中津市大字相原3032番地の16 0979-22-2553 0979-22-9989 info@kazenooka-nakatsu.com http://www.city-nakatsu.jp/docs/2015033100137/ JR中津駅から5.2㎞,車で15分 中津市役所 生活保健部生活環境課 0979-22-1111

大分県 本耶馬渓町火葬場 大分県中津市本耶馬渓町跡田146番地の2 0979-52-2383 JR中津駅から16.2㎞,車で30分 中津市役所 生活保健部生活環境課 0979-22-1111

大分県 清浄苑 大分県中津市耶馬溪町大字大野246番地1 0979-54-2164 JR中津駅から24.9㎞,車で61分 中津市役所 生活保健部生活環境課 0979-22-1111



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

大分県 常光苑 大分県中津市山国町平小野594番地 JR中津駅から35.7㎞,車で70分 中津市役所 生活保健部生活環境課 0979-22-1111

大分県 日田市葬斎場 大分県日田市大字求来里(神来町)190番地 0973-24-4040 0973-24-4050 shimin@city.hita.oita.jp https://www.city.hita.oita.jp/cat_00000232.html JR日田駅から3Km  車で10分 日田市役所 市民環境部市民課 0973-22-8204

大分県
佐伯市火葬場
「紫翠苑」

大分県佐伯市2881番地 0972-23-1942 0972-23-1942 JR佐伯駅から2km､車で5分 佐伯市役所 市民生活部環境対策課 0972-22-3111

大分県
佐伯市弥生火葬場
「弥照園」

大分県佐伯市弥生大字上小倉1412番地2 0972-46-1613 JR上岡駅から4km､車で10分 佐伯市役所 市民生活部環境対策課 0972-22-3111

大分県
佐伯市蒲江火葬場
「花明苑」

大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦1260番地3 0972-42-1360 JR佐伯駅から26km､車で40分 佐伯市役所 市民生活部環境対策課 0972-22-3111

大分県 臼津葬斎場 大分県津久見市大字上青江字蔵谷1574番2 0972-82-7271 0972-82-7271 JR津久見駅及び臼杵駅から4㎞､車で10分 臼津広域連合 臼津広域連合 0972-63-0997

大分県
竹田市葬祭場
浄光園

大分県竹田市君ヶ園2418番地 0974-63-1052 0974-63-1052 zyoukou-en@city.taketa.ig.jp JR豊後竹田駅から7km､車で15分 竹田市役所 市民課 0974-63-4821

大分県
豊後高田市火葬場
悠久の杜

大分県豊後高田市中真玉4427番地1 0978-25-4166 0978-25-4266 宇佐駅から20km､車で30分 豊後高田市役所 環境課 0978-22-3100

大分県
宇佐市葬斎場
やすらぎの里

大分県宇佐市安心院町田ﾉ口346 0978-44-1777 0978-44-1776 JR柳ヶ浦駅から19km､車で33分 宇佐市役所 市民生活部生活環境課 0978-32-1111

大分県 豊後大野市三重葬斎場 大分県豊後大野市三重町菅生431番地56 0974-22-3844 0974-22-3844 JR三重町駅から約5㎞､車で約10分 豊後大野市役所 環境衛生課 0974-22-1001

大分県 豊後大野市大野葬斎場 大分県豊後大野市大野町屋原1227番地2 0974-34-3145 0974-34-3145 JR朝地駅から約10㎞､車で約20分 豊後大野市役所 環境衛生課 0974-22-1001

大分県
由布市営火葬場
「雲浄苑」

大分県由布市庄内町中284番地 0975-82-0281 JR庄内駅から4km､車で10分 由布市役所 環境課 097-582-1310

大分県
由布市営火葬場
「望岳苑」

大分県由布市湯布院町川上3738番地1 0977-85-3353 JR由布院駅から3km､車で6分 由布市役所 環境課 097-582-1310

大分県 国東市葬斎場 大分県国東市国東町中田3016番地61 0978-74-1141 0978-74-0384 JR杵築駅から50km､車で50分 国東市役所 環境衛生課 0978-72-9001

大分県 姫島村火葬場 大分県東国東郡姫島村265-4 0978-87-9013 姫島港から1㎞,徒歩10分 姫島村役場 生活環境課 0978-87-2276

大分県
別杵速見地域広域市町村
圏事務組合
「秋草葬斎場」

大分県速見郡日出町大字平道字秋草291-1 0977-66-2680 0977-66-2935 kouiki@city.beppu.lg.jp http://www.bekkihavami-oita.jp/ JR別府駅から15km､車で 25分
別杵速見地域広域市町村圏事務組
合

事業第2係

0977-21-1126
(内線4476)
0977-22-8554
(直通)

大分県 玖珠葬斎場 大分県玖珠郡九重町大字粟野字河原田147番地1 0973-76-3402 JR久大線恵良駅から1km､車で5分 玖珠九重行政事務組合 施設管理係 0973-73-2311

宮崎県 宮崎市葬祭センター 宮崎県宮崎市大字郡司分乙２３５６番地 0985-51-4374 0985-51-4374 JR南宮崎駅から4㎞,車で10分 宮崎市 地域振興部生活課 0985-21-1751

宮崎県 都城市斎場 宮崎県都城市下長飯町5453番地 0986-39-0260 0986-39-3998 JR西都城駅から4㎞,車で15分 都城市 環境森林部環境政策課 0986-23-2130

宮崎県 延岡市斎場いのちの杜 宮崎県延岡市熊野江町2985 0982-43-1155 0982-43-1331 inochinomori@topaz.ocn.ne.jp JR延岡駅から17㎞,車で25分 延岡市 市民環境部生活環境課 0982-22-7001

宮崎県 日南市葬祭場 宮崎県日南市梅ヶ浜三丁目１番１号 0987-31-0110 0987-31-0110 JR油津駅から3km、車で10分 日南市役所 市民生活部美化推進課 0987-27-0255

宮崎県 西諸広域葬祭センター 宮崎県小林市東方１０４６番地３ 0984-22-4401 0984-22-4401 kouiki@nisimoro.jp http://www.nishimoro.jp/ 小林駅から４．５ｋｍ､車で１０分
一部事務組合
（小林市、えびの市、高原町)

事務局 0984-22-5526

宮崎県 日向地区斎場東郷霊苑 宮崎県日向市東郷町大字山陰丙619番地 0982-69-3147 0982-69-3673 JR日向市駅から11㎞,車で20分 日向東臼杵広域連合 業務第１係 0982-53-3401

宮崎県 串間市葬斎場 宮崎県串間市大字南方１０２７番地４４ 0987-72-3000 0987-72-1254 kankyou@city.kushima.lg.jp ＪＲ串間駅から２ｋｍ、車で約５分 串間市 市民生活課 0987-72-1111

宮崎県 東諸葬祭場 宮崎県東諸県郡国富町大字向高1680番地 0985-75-6950 JR宮崎駅から20km、車で30分 国富町 町民生活課 0985-75-3834

宮崎県 西都児湯斎場「再生の杜」 宮崎県西都市大字南方６５４５番地１ 0983-32-6400 0983-32-6401 kankyou-seibi@cup.ocn.ne.jp ＪＲ高鍋駅から１１．４ｋｍ，車で１９分
西都児湯環境整備事務組合（西都
市、高鍋町、新富町、木城町、川南
町、都農町）

西都児湯環境整備事務組合事務局 0983-41-1761

宮崎県 西米良村火葬場 宮崎県児湯郡西米良村大字村所235-41 0983-36-1974 sonmin@vill.nishimera.lg.jp 西米良村役場から車で5分 西米良村 村民課 0983-36-1111

宮崎県 西臼杵斎場 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井２１７８番地５ 0982-72-2098 JR延岡駅から車で５０分 西臼杵広域行政事務組合 事務局 0982-82-2903

鹿児島県 北部斎場 鹿児島県鹿児島市小山田町６０７５番地 099-238-3636 099-238-3637 kanei-saien@city.kagoshima.lg.jp ＪＲ伊集院駅から８．５キロ 鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 099-216-1301



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
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（火葬場担当部
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１１．備考

鹿児島県 南部斎場 鹿児島県鹿児島市上福元町６９４５番地の１ 099-260-4900 099-260-4901 kanei-saien@city.kagoshima.lg.jp ＪＲ慈眼寺駅から３．３キロ 鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 099-216-1301

鹿児島県
大隅肝属広域事務組合
火葬場きもつき苑

鹿児島県鹿屋市下高隈町５９９９番地３ 0994-45-2196 0994-45-2801 鹿屋市役所から１３㎞で２５分 大隅肝属広域事務組合 環境衛生課 0994-63-0168

鹿児島県 枕崎共同斎場 鹿児島県枕崎市若葉町286番地 0993-72-1849 0993-72-3364 JR枕崎駅から約2㎞,車で5分 南薩地区衛生管理組合 内鍋清掃センター 0993-72-6816

鹿児島県
阿久根市葬斎場
佛石の里

阿久根市西目６９１番地１ 0996-72-1525 肥薩おれんじ鉄道阿久根駅から４．３ｋｍ，車で８分 阿久根市役所 市民環境課 0996-73-1219

鹿児島県 慈光苑 鹿児島県出水市武本２８００番地 0996-63-2142 kankyou_c@city.kagoshima-izumi.lg.jp https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/shisetsu/facilities/detail/152 西出水駅から２．５㎞，車で５分 出水市役所 市民部生活環境課 0996-63-4042

鹿児島県 高尾野斎場
鹿児島県出水市高尾野町大久保４９６６番地９、１０、
１１

0996-82-3677 kankyou_c@city.kagoshima-izumi.lg.jp https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/shisetsu/facilities/detail/153 高尾野駅から３．５㎞，車で８分 出水市役所 市民部生活環境課 0996-63-4042

鹿児島県 じょうらく苑 鹿児島県出水市野田町上名６４９９番地の２０ 0996-84-3449 kankyou_c@city.kagoshima-izumi.lg.jp https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/shisetsu/facilities/detail/154 野田郷駅から９５０ｍ，車で２分 出水市役所 市民部生活環境課 0996-63-4042

鹿児島県 指宿火葬場天翔の里 指宿市十二町５４７１番地２ 0993-24-4822 0993-24-2840 ＪＲ指宿駅から４㎞，車で５分 指宿市役所 市民生活部環境政策課 0993-22-2111

鹿児島県 山川火葬場 指宿市山川福元５３４０番地 0993-34-0429 ＪＲ西大山駅から３㎞，車で４分 指宿市役所 市民生活部環境政策課 0993-22-2111

鹿児島県 西之表斎苑 鹿児島県西之表市西之表9645番地１ 0997-23-2392 0997-22-9020 seikatsu@city.nishinoomote.lg.jp 西之表市街地から車で約5分 西之表市役所 市民生活課環境安全係
0997-22-1111
(内線304)

鹿児島県 垂水市火葬場 鹿児島県垂水市本城３９３３番地１ 0994-32-2714 http://www.city.tarumizu.lg.jp/shisetsukanri/shisetsu/sonota/024.html 鴨池・垂水フェリー乗り場（垂水港）から車で２分 垂水市 生活環境課施設管理係 0994-32-1297

鹿児島県
薩摩川内市川内葬斎場や
すらぎ苑

薩摩川内市国分寺町６６６９番地３０ 0996-22-3568 0996-22-3568 ＪＲ川内駅から５㎞、車で１０分 薩摩川内市 市民福祉部　環境課
0996-22-
8115(2711)

鹿児島県 薩摩川内市上甑島葬斎場 薩摩川内市里町里２４７７番地 里港から１．５㎞、車で５分 薩摩川内市 市民福祉部　環境課
0996-22-
8115(2711)

鹿児島県 薩摩川内市下甑葬斎場 薩摩川内市下甑町青瀬２７８番地 長浜港から６㎞、車で１５分 薩摩川内市 市民福祉部　環境課
0996-22-
8115(2711)

鹿児島県 薩摩川内市鹿島葬斎場 薩摩川内市鹿島町藺牟田３３２２番地 鹿島港から１．８㎞、車で５分 薩摩川内市 市民福祉部　環境課
0996-22-
8115(2711)

鹿児島県 曽於市斎苑 鹿児島県曽於市末吉町岩﨑４３９０番地５ 0986-76-2347 0986-76-2347 ＪＲ財部駅から１６㎞，車で２５分 曽於市役所 市民課　戸籍係 0986-76-8805

鹿児島県 霧島市国分斎場 鹿児島県霧島市国分名波町16番19号 0995-45-0556 0995-45-0556 JR国分駅から2.5㎞,車で5分 霧島市役所 生活環境部　衛生施設課 0995-45-5111

鹿児島県 西薩火葬場 いちき串木野市照島２４３０番地 0996-32-5781 0996-33-3710 k-eisei3@po.minc.ne.jp ＪＲ神村学園駅から１㎞，車で５分
いちき串木野市・日置市衛生処理組
合（いちき串木野市・日置市）

業務第3係 0996-32-3612

鹿児島県 南さつま火葬場白亀苑 南さつま市加世田白亀１４５８番地３ 0993-53-6942 0993-53-6942 nankaso@po4.synapse.ne.jp 南さつま市役所本庁から１．８ｋｍ，車で５分 南薩地区衛生管理組合 事務局 0993-53-7730

鹿児島県
曽於南部厚生事務組合
紫雲園

鹿児島県志布志市志布志町帖７６１４番地５ 099-472-3779 099-473-3779 sonanko_sisetua@yahoo.co.jp ＪＲ志布志駅から３㎞，車で７分 志布志市　大崎町 曽於南部厚生事務組合 099-472-1388

鹿児島県 奄美市斎場 奄美市名瀬大字有屋１５９４番地１ 0997-52-5504 0997-52-5504 市内中心部（奄美市役所）から６．９ｋｍ，車で１５分 奄美市役所 市民部環境対策課 0997-52-1120

鹿児島県 頴娃浄楽苑 南九州市頴娃町御領５０００番地 0993-36-2833 南九州市頴娃庁舎から５．７㎞、車で９分 南九州市役所 市民生活課生活衛生係 0993-56-1111

鹿児島県 川辺火葬場 南九州市川辺町平山１９７７番地５ 0993-56-4347 0993-56-4347 南九州市川辺庁舎から１．５㎞、車で４分 南九州市役所 市民生活課生活衛生係 0993-56-1111

鹿児島県 伊佐北姶良火葬場 鹿児島県伊佐市菱刈重留444 0995-26-2356 0995-26-2356 hishikarien@wing.ocn.ne.jp hishikarien@wing.ocn.ne.jp ＪＲ栗野駅から13㎞，車で20分 伊佐市、湧水町、霧島市 伊佐北姶良火葬場管理組合管理係 0995-26-2356

鹿児島県 あいら斎場悠久の杜 鹿児島県姶良市鍋倉３７８番地 0995-65-4600 0995-65-8782 yuukyuunomori@po5.synapse.jp ＪＲ錦江駅から車で１０分 姶良市役所 市民生活部生活環境課 0995-62-2801

鹿児島県 さつま町やすらぎ苑 鹿児島県薩摩郡さつま町船木５００１番地３ 0996-53-1516 0996-53-1516 cho-kankyo-center@town.satsuma.lg.jp http://satsuma-net.jp/kankyo-center/kurashi:/seikatsu/kaso/kasoba.html ＪＲ九州川内駅から２１．８㎞，車で３２分 さつま町役場 町民環境課環境センター係 0996-53-0013

鹿児島県 不知火苑 鹿児島県出水郡長島町鷹巣１２９８番地２ 0996-86-0289 長島町役場から３．５ｋｍ，車で６分 長島町役場 介護環境課 0996-86-1153

鹿児島県 中南広域斎苑 鹿児島県熊毛郡中種子町野間１５１９５－２ 0997-27-3444 chunan-saien@minos.ocn.ne.jp 中種子町役場から西に約１．５ｋｍ，車で５分
中南衛生管理組合
（中種子町、南種子町）

事務局
0997-27-1457
0997-27-3444

鹿児島県 屋久島町斎場 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房２７４５番地１１０ 0997-46-2907 0997-46-2907 yakusimatyousaijyou@po2.synapse.ne.jp 屋久杉自然館より５００ｍ先 屋久島町 生活環境課　生活衛生係 0997-43-5900



都道
府県

１．名称 ２．火葬場所在地 ３．電話番号（火葬場） ４．ＦＡＸ番号 ５．メールアドレス ６．ＵＲＬ ７．火葬場の位置 ８．設置主体 ９．火葬場担当部署
１０．電話番号
（火葬場担当部
署）

１１．備考

鹿児島県 瀬戸内町営火葬場
鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字芦瀬原１３３
７番地

0997-72-2867
0997-72-1060

0997-72-1120 koseki@town.setouchi.lg.jp 瀬戸内町役場から２㎞，車で５分 瀬戸内町 町民生活課 0997-72-1060

鹿児島県 喜界町斎場 鹿児島県大島郡喜界町湾間寺766番地 http://www.town.kikai.lg.jp/eisei/kurashi/sekatsukankyo/kaso.html 喜界空港から２ｋｍ、車で５分 喜界町 住民課 0997-65-3687

鹿児島県
徳之島愛ランド広域連合
火葬場

鹿児島県大島郡徳之島町亀津５６８１番地 https://tokunoshima-iland.jp/ 与論空港から車で６分
徳之島愛ランド広域連合
（徳之島町・天城町・伊仙町）

事務局 0997-81-7855

鹿児島県 沖永良部火葬場 鹿児島県大島郡和泊町古里８３１－２ 和泊港から車で１５分
沖永良部衛生管理組合
（和泊町、知名町）

事務局 0997-92-2042

鹿児島県 昇龍苑 鹿児島県大島郡与論町大字立長3173番地1 0997-97-4661 0997-97-4661 kouki@town.yoron.lg.jp 与論空港から約4.5km　、車で約7分 与論町役場 町民福祉課 0997-97-4992

沖縄県 いなんせ斎苑 沖縄県浦添市伊奈武瀬１－７－５
098-869-1616
098-869-1988

098-869-1615 http://www.okinawa-nanbu.jp/index.jsp
那覇空港から7㎞､車で20分
那覇新港から1㎞､車で5分

南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑
098-869-1616
098-869-1988

沖縄県 石川葬祭場 沖縄県うるま市石川２９５５－２ 098-964-3516 098-964-3288 那覇空港から車で45分 公益財団法人石川葬斎場 098-965-4819

沖縄県
公益財団法人　うるま斎
苑

沖縄県うるま市字具志川１５０８ 098-974-6941 098-975-6848 urumasaien@tenor.ocn.ne.jp 那覇空港から車で1時間 公益財団法人うるま斎苑 098-974-6941

沖縄県 伊江村立　聖苑 沖縄県国頭郡伊江村字東江上３４６１－１ 0980-49-5626 伊江港から車で10分 伊江村役場 建設課 0980-49-3162

沖縄県 伊是名村斎苑 沖縄県島尻郡伊是名村字勢理客4565-185
仲田港から車で５分
徒歩１５分

伊是名村役場 建設環境課 0980-45-2004

沖縄県 伊平屋村火葬場 沖縄県島尻郡伊平屋村字田名３２５６－５０ 0980-46-2053 前泊港から、車で5分 伊平屋村役場 伊平屋村役場　住民課 0980-46-2142

沖縄県 沖縄葬斎場 沖縄県沖縄市字倉敷１１１－５ 098-933-5400 098-932-7032 okizensha@nifty.com http://www.okizensha.co.jp/ 沖縄自動車道　沖縄北インターから車で5分 (株)沖善社 市民部　環境課 098-939-1212

沖縄県 恩納村斎場 沖縄県国頭郡恩納村字恩納７０７１－６７ 098-966-2007 098-966-2310 那覇空港から車で1時間30分 恩納村役場 村民課 098-966-1205

沖縄県 久米島斎場 沖縄県島尻郡久米島町字儀間２００９－１４ 098-985-7126 kumejima.k3@gmail.com
・久米島空港から車で30分
・兼城港から車で20分

久米島町 環境保全課 098-985-7126

沖縄県 宮古島市斎苑 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添３４０８
0980-72-0758

0980-72-0768 saien123@0utlook.jp 宮古空港から約６㎞、車で約１０分 宮古島市役所 生活環境部環境衛生課 0980-75-5121

沖縄県 白鳥苑 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田９０８－３ 0980-78-5547 下地島空港から約３，５㎞、車で約８分 宮古島市役所 生活環境部環境衛生課 0980-75-5121

沖縄県
国頭村葬祭場
緑聖苑

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名４６４ 0980-41-2477 那覇空港から車で2時間 国頭村 福祉課 0980-41-2765

沖縄県 今帰仁村営火葬場 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根８０７ 0980-56-5422 kankyou02@vill.nakijin.lg.jp 那覇空港から車で2時間 今帰仁村役場 住民課 0980-56-2102

沖縄県
やすらぎの杜いしがき斎
場

沖縄県石垣市字大川１５２３－１ 0980-82-0879 0980-82-0890 新石垣空港から車で25分 石垣市役所 市民保健部環境課 0980-82-1285

沖縄県 大宜味火葬場 沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉板敷原２３２－２ 那覇空港から車で約2時間30分 大宜味村役場 建設環境課　環境水道係 0980-44-3280

沖縄県 よみたん斎苑 沖縄県中頭郡読谷村字親志４１０－２ 098-958-5113 098-958-2911 yomikasou@outlook.jp http://www.vill.yomitan.okinawa.jp/ 那覇空港から車で90分、読谷村役場から車で10分 読谷村役場 総務部生活環境課 098-982-9214

沖縄県 南斎場 沖縄県豊見城市字豊見城９２５
098-850-9373
098-851-0373

098-851-1373 http://www.okinawa-nanbu.jp/cms/index.jsp?t=minami
那覇空港から7.9km､車で21分
那覇新港から4.0km､車で10分
バス停 とよみ小学校前から300m

南部広域市町村圏事務組合（糸満
市、豊見城市、南城市、南風原町、八
重瀬町及び与那原町の３市３町が建
設費を負担。）

南斎場 098-850-9373

沖縄県 南大東村火葬場 沖縄県島尻郡南大東村池之沢１４４ 098-022-2036 098-022-2669
南大東港から車で3分
南大東空港から車で15分

南大東村 福祉民生課 09802-2-2036

沖縄県 北大東村長楽苑 沖縄県島尻郡北大東村字南２４３－３１
09802-3-4055
09802-3-4001

09802-3-4406 北大東村役場から車で10分 北大東村役場 福祉衛生課 09802-3-4055

沖縄県 本部町葬斎場 沖縄県国頭郡本部町字渡久地９２３ 0980-47-5602 0980-43-0566 那覇空港から車で2時間 本部町役場 健康づくり推進課 0980-47-5602

沖縄県 名護市斎場 沖縄県名護市大西４－２０－１６ 0980-52-3279 0980-52-5279 那覇空港から車で約２時間 名護市役所 環境水道部環境対策課 0980-52-0003


