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印西地区かんきょうせいび

次 期中間 処 理 施 設 整 備事 業について
印西クリーンセンターの老朽化に伴い、住民参加型の取組のもと、印西市吉田
地区を建設予定地として、令和10年度（2028年度）の稼働開始に向け、次期中
間処理施設（新たなごみ焼却施設及びリサイクルセンター）整備事業を推進して
います。
令和元年度の進捗については、昨年度から進めてまいりました埋蔵文化財調査
（確認調査・本調査）が令和2年1月を以って終了いたしました。今後、発掘記録の
整理などのため、令和2年度（2020年度）
までの期間を予定しております。
令和2年度（2020年度）
については、次期中間処理施設建設に向け本年度に
契約しました、総合支援業務委託（施設整備支援・環境影響評価の手続き等）など
の業務を引き続き行ってまいります。

印西クリーンセンター

栄町

建設予定地
位置図

白井市

印西市

処理困難物ストックヤード

建設予定地

印西地区一般廃棄物最終処分場

埋蔵文化財調査の発掘調査状況写真

印西クリーンセンター

印西牧の原駅

温水センター

千葉ニュータウン中央駅

■建設予定地南側の発掘作業の全景
■発掘調査の終了に伴い、整地作業が完了
（本調査範囲を決定するための確認調査）
した状態
建設予定地
（吉田地区）

■問い合わせ先■
印西クリーンセンター次期施設推進班

電話：0476−46−2734（直通）

印西 温 水センター
入館料のみでプール・お風呂・トレーニングルームが全てご利用できます。
リラクゼーション・エステ・キッズスペースなどの癒しのスペースもあります。
《入館料》7月8月は、利用時間が2時間となります。
区

分

印西市・白井市・
栄町に在住・
在勤・在学の方

一般
小中高校生
一般

上記以外の方
小中高校生

利用料金
1人3時間以内

420円

超過1時間毎

210円

1人3時間以内

210円

超過1時間毎

100円

1人3時間以内

520円

超過1時間毎

260円

1人3時間以内

260円

超過1時間毎

130円

就学前の幼児

無

料

★最新トレーニングマシーンと体組成計で身体を管理!

マンツーマンのパーソナル・
加圧トレーニングも大人気!

●令和2年度 第1期（4月〜6月）

プール・スタジオコース型教室

http://inzaipool.jp

参加者募集!

ベビーダンス、
【3 歳 以 下 】 ベビースイミング、
ママヨガ
（6か月〜未就学児）
【幼
児 】 幼児・親子水泳、キッズ体操、キッズHIPHOP、
キッズアクロバット
体操、
キッズHIPHOP etc
【 小 学 生 以 上 】 キッズ水泳、
【 大 人 対 象 】 水泳、
フラダンス、
ヨガ教室、ZUMBA、
背骨・カラダ調整
バランス&ジャンプ、
【 大 人 対 象 】 かけっこ体操、
リズム＆持久力

★無料送迎バス運行中!
アルカサールの駐車場と温水センターを往復す
る無料送迎バスを運行中です。
是非、
ご利用くだ
さい。

●駐車場が満車の際は、駅前のアル
カサールの駐車場をご利用ください。

（3時間以内は無料でご利用いただけます）
※3時間を超えた場合は30分毎に200円
の超過料金が発生します。駐車券を必
ず、受付にご提示ください。

■問い合わせ先■
指定管理者：FunSpaoe・オーチュー共同事業体

平日

15時〜19時
土曜日

12時〜16時

◎ポイントカー
ドも継続中!

〒270-1352
千葉県印西市大塚一丁目3番地
℡.0476-47-1661
URL：http://inzaipool.jp
休館日：毎月第1・第3月曜日
（祝
日の場合は翌平日がお休み）

組合議会
令和2年第1回議会定例会（令和2年2月7日）
議案番号

件

名

議 案 印西地区環境整備事業組合関係市町分賦金
第１号 の負担割合の一部改正について
議 案 令和元年度印西地区環境整備事業組合一般
第２号 会計補正予算（第 2 号）について
議 案 令和元年度印西地区環境整備事業組合墓地
第３号 事業特別会計補正予算（第 1 号）について

議決年月日 議決の結果
令和2年
原案可決
2月7日
令和2年
原案可決
2月7日
令和2年
原案可決
2月7日

議案番号

件

名

議 案 令和２年度印西地区環境整備事業組合一般
第４号 会計予算について
議 案 令和２年度印西地区環境整備事業組合墓地
第５号 事業特別会計予算について

議決年月日 議決の結果
令和2年
原案可決
2月7日
令和2年
原案可決
2月7日
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印西霊園に合葬式墓地の整備を計画しています

～“想い”と“永遠”を豊かな自然の中に提供します～
・四季折々の景色を楽しみ、
故人を敬う空間を提供します
・移ろいゆく季節と共に自然に還る眠りを提供します
昨今の墓地事情は、少子高齢化、核家族化の進展により、従来の先祖代々のお墓が管理されなくな
るなど、将来における墓地の管理に不安を抱く住民の増加や、葬送の個人化の増加などから、承継を必
要としない墓地の需要が増加しています。
このような社会情勢の変化やお墓に対する住民意識の変化
と、住民要望の高まりにより、新たな墓地のあり方の検討が求められてきました。
千葉県内の公営合葬式墓地は、平成１４年度に市川市で初めて誕生し、その後、多くの市で整備され
ています。
印西地区環境整備事業組合では、新たな形態の墓地の導入についての調査・研究を行い、昨年度
「墓地に関する住民意識調査」
を実施し、
お墓に対する住民ニーズを把握し検討を進めてまいりました。

○合葬式墓地（合葬墓）整備の経緯
平成２９年 「印西霊園内に『公営の永代供養共同墓』を建立していただく要望書」受理
「印西霊園内に公営の合葬墓地の設置を求める請願」を組合議会にて採択
平成３０年
調査・研究（近隣施設視察等）
平成３１年 「墓地に関する住民意識調査」
令 和 元 年 「合葬墓整備基本計画策定に係る検討会」
令 和 ２ 年 「印西霊園合葬墓整備基本計画」策定

○印西霊園における合葬墓の定義
いわゆる「合葬墓」とは、墓地、埋葬等に関する法律では、「墳墓（お墓）」や「納骨堂」のように明確に定義されてないため、それぞれ
において様々な形態や利用方法がとられています。印西霊園における合葬墓を計画するにあたり、調査や議論の結果を踏まえ、これを定義
としてまとめました。
・合葬墓とは、「納骨堂」と「合祀墓」（複数の人の遺骨を同じ土中、あるいはカロートに埋蔵する施設）からなる施設とします。
・「納骨堂」と「合祀墓」を異なる場所に配置し、「合祀墓」は樹林の中に整備すると共に、遺骨の埋蔵は 土と触れあう 形式とします。
・ 納骨された焼骨は、骨壺の状態で使用許可された期限まで「納骨堂」内に保管し、期限経過後は、焼骨を骨壺から袋へ移し替え「合祀墓」
に永久に埋蔵されるものとします。
・「納骨堂」での保管をせずに直接「合祀墓」へ埋蔵をすることも可能とします。
・「納骨堂」内の立入りや「合祀墓」の埋蔵には立会えないため、
ご家族とのお別れの場として、
「納骨堂」に「お別れスペース」を整備します。
・「納骨堂」と「合祀墓」にそれぞれ献花・焼香ができる参拝所を設けます。
・「合祀墓」に希望により故人の名前が明記できるよう配慮します。

○印西霊園合葬墓整備基本計画

【合葬墓の配置計画】

施設概要（計画）

●建設予定地
平岡自然公園内(右図参照)
●計画規模
納骨堂3,000体、合祀墓7,200体
●保管期間（納骨堂）10年間（最大30年間）
●利用期間
１０年間を基本として、
１０年単位で延長（最大３０年間）可能
●保管方法
納骨堂に納骨壇を設置し骨壺(箱)に入ったままの状態で保管
●合祀方法
焼骨を袋に移し替え、樹木葬の形式で埋蔵
●申請者条件
合葬墓の使用許可の申請時において、印西市及び白井市に
引き続き1年以上居住していること
●整備スケジュール 令和２年度 合葬墓実施設計
令和３年度 合葬墓整備工事、関係条例等整備
令和４年度 合葬墓供用開始（募集開始)

■合祀墓

地元還元施設ゾーン

火葬場ゾーン

墓地ゾーン

地元還元施設ゾーン

※計画の詳細は組合ホームページ
（http://www.inkan-jk.or.jp/）をご参照ください。

■納骨堂

○印西霊園からのお知らせ○
墓所の使用許可申請受付

令和２年度の印西霊園芝墓所（第４区約400基）の使用許可申請
を４月１日
（水）
から受け付けします。
申請時点において、
印西市又は白井市に１年以上居住し、
住民基本台
帳に記録されている人であれば、
焼骨の有無に関係なく申請できます。
※１世帯につき１墓所ですので、すでに印西霊園の使用許可を受
けている方、同一世帯で複数の方が申請することはできません。
申請受付場所：印西霊園管理事務所 印西市平岡１５２４番地１
※郵送による申請は受け付けません。
窓口受付時間：土、日、祝日及び年末年始を除く平日の午前９時から
午後４時まで。

印西霊園利用案内は印西霊園管理事務所、印西クリーンセン
ター、印西市役所、白井市役所にあります。

令和２年度管理料の納付について

４月下旬に令和２年度分の管理料の納付のお知らせを発送いたし
ます。年額５,２８０円（関係市外に転出又は関係市外の方が承継され
た場合は年額７,９２０円）ですので、納付書記載の指定期間内にお支
払いください。
■お問い合わせ先■ 印西霊園管理事務所 ☎0476-42-0095

