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No. 質問の要旨 回答（太枠内は補足回答） 

１ ５０～６０人が参列する場合、マイクロバス１台で火葬場に

行き来することは無理だから、１台もしくは２台と解釈しなく

ては、通行量は違ってくるのでは。 

 

平均的にはマイクロバスは１台のことが多いが、２台となる

こともある。 

 

２ ダイオキシン類の単位で、ナノグラム（ng-TEQ/ N㎥）とピ

コグラム（pg-TEQ/ N㎥）とあるが、ピコグラムをナノグラム

に直したらどうなるか。単位を同じにして説明してほしい。 

 

ナノグラムは１０億分の１グラム、ピコグラムは１兆分の１

グラムで、ピコグラムのほうが１，０００倍薄い単位である。 

資料に示した花岡駐車場と資源リサイクルセンターの平均

値はともに０．００００１３ng-TEQ/ N㎥であり、環境基準は

０．０００６ng-TEQ/ N㎥以下となる。 

 

３ ダイオキシン類の測定結果は、天候によって変わるのではな

いか。測定した時期を示してほしい。 

 

ダイオキシン類濃度を測定するための環境省のマニュアル

があり、１週間連続で測定をしている。実際に測定した時期は

後日報告する。 

 

  (補足回答) 

資料に示した大気中のダイオキシン類濃度については、いず

れも環境省の「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュア

ル」に従って測定されている。測定方法には２４時間サンプリ

ングと１週間サンプリングの２種類があり、より誤差の少ない

１週間サンプリングが用いられることが一般的である。今回の

データはすべて１週間サンプリングによるものである。 
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また、サンプリング機器は、大気を強制的に２４時間吸気す

る全天候型で、気象条件による誤差を極力少なくするものとな

っている。 

調査時期は、下記のとおり。 

・花岡駐車場（岐阜県測定） ５月及び１１月の各１週間 

・資源リサイクルセンター（高山市測定） H27.10.1-8 

 H28.9.23-30 H29.9.22-29 H30.8.3-10 

・Ｋ市（説明会で例示した市） ２月の各１週間 

 

４ 花岡駐車場と火葬場との距離はどのぐらいか。 

 

花岡駐車場と西洞町の現在の火葬場との距離は、直線距離で

約２㎞である。 

 

５ ダイオキシン類の測定結果について、火葬場が民家に近いこ

とが問題であり、示されたデータでは納得できない。 

 

花岡駐車場は県の調査で、資源リサイクルセンターは市の担

当課の調査であるが、現在示すことができる市内のデータはこ

れだけである。火葬場の例としては、平成２６年から２８年に

建設された、他市の同規模の施設での結果を示した。 

 

６ ダイオキシン類については他市のデータではなく、高山市の

現在の火葬場周辺の状況を知りたい。 

 

西洞町の現在の火葬場の周辺で測定する予定はない。要望と

してお聞きし、必要性を検討する。 
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  (補足回答) 

既設の市営火葬場３カ所の敷地内において、大気中のダイオ

キシン類濃度の測定を計画している。専門機関による測定・分

析を行い、分析結果が出るのは数か月後の予定である。 

 

７ 元々そばに大萱の火葬場があったので、条件付きだが、基本

的には賛成である。 

ダイオキシン類は合板やビニールなどを焼いたときに出る。 

数値ばかりを求めるのでなく、市の根本的な考え方をしっか

り示してほしい。例えば、市の条例で棺の中に入れる物を規制

してはどうか。 

 

ダイオキシン類は塩化ビニールなどの塩素を含む物質の不

完全燃焼で出る。完全燃焼で二酸化炭素と水などに無害化され

る。副葬品などよりも不完全燃焼がよくないといわれているの

で、まずは最新の設備とすることを考えている。 

副葬品については、市民のご理解とご協力を呼び掛けていき

たい。 

８ 火葬場から排出されるダイオキシン類の懸念の前に、ビニー

ルなどの野焼きをしないことが大事ではないかと思う。 

しかし、多くの人は、既設の火葬場からダイオキシン類がど

れだけ出ているのかを測定したうえで、メーカーなどから設備

の説明を聞くなどしなければ、納得しないのではないか。 

ダイオキシン類を測定するには、数十万円の予算を要し、時

間もかかるため、検討させていただきたい。 

 

 

  (補足回答) 

既設の市営火葬場３カ所の敷地内において、大気中のダイオ

キシン類濃度の測定を計画している。専門機関による測定・分

析を行い、分析結果が出るのは数か月後の予定である。 
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９ 雨水の排水について、大萱の候補地の所有者が整備し、筋骨

という古い野道を流れており、その先は結構荒れている。施設

を整備する際には、川までの排水をしっかり考えるのか。 

現在は素掘りのような形で、まっすぐ下に排水している状況

である。もし、大萱の候補地に火葬場を整備することになれば、

筋骨に沿って排水経路を整備する必要があると想定している。 

 

１０ 大萱の候補地までの道路について、用水路の問題も生じる

が、既存のままか、２車線にするか。 

 

丹生川運動公園から候補地までの市道について、グラウンド

に隣接する駐車場の辺りがカーブしているため、若干見通しの

悪い箇所があり、整備する必要があるかを検討している。 

 

１１ 大萱の候補地に接する道路において、マイクロバスは軽トラ

ックとはすれ違えるが、大型トラックでは難しい。また、除雪

によって近隣の畑に飛ばされた雪は春先まで溶けない。 

検討ではなく、２車線にするならばすると、はっきり示して

ほしい。 

 

現在の段階でどうするかはお伝えできない。ただし、伺った

現況を加味し、検討していきたい。 

 

１２ 大萱の候補地の近くには運動公園や児童公園がある。少し離

れてエアパークや、みはらし公園もある。他の候補地において

は公園との距離に関する評価がみられたが、大萱の候補地を第

1位にしたのはどうしてか。 

 

検討委員会でも、運動公園などへの配慮が必要との意見があ

った。周りにどういった施設があるかも評価項目の一つではあ

るが、１５項目の選考基準について総合的に評価した。すべて

の選考基準が満たされる候補地はなく、良い面も悪い面もあ

げ、視察を行いながら総合的に評価した。 

 

１３ 高山地域から丹生川地域までと、久々野地域までの時間はほ

ぼ変わらないから、久々野火葬場を増設することで問題がない

久々野火葬場には２基の火葬炉があり、西洞町の現在の火葬

場は３基である。今後は高齢化で亡くなる人も増えるため、新
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と思う。どうして既設の火葬場の規模拡大ではなく、新設する

のか。 

 

施設には４基を設けるとし、９，０００㎡程度が理想的とした。

久々野火葬場は５，０００㎡弱の敷地であり、１基程度の増設

は可能かもしれないが、それでは問題が解決しないため、９，

０００㎡程度の敷地を新たに探している。 

 

１４ 基本的には賛成の立場で、火葬場は忌み嫌う施設ではないと

思っている。病院、老健（介護老人保健施設）、特養（特別養護

老人ホーム）から見える場所は、やはり避けるべきと思うが、

児童公園や運動公園ならば、命の教育のきっかけにもなるた

め、火葬場を遠ざける必要はない。 

 

― 

１５ 合併時の高山市と丹生川村の首長間で、飛行場、公園、運動

場などの一連の施設の整備により、良い環境の地区とする合意

がされた。そうした構想で作られた地区に、霊きゅう車が毎日

通ることはいかがなものか。 

 

― 

１６ 仮に大萱の候補地になった場合、何十年も前から大阪市場へ

出荷されている優れた野菜に、火葬場の印象がつくことになる

ので、反対である。 

忌み嫌う施設ではないとの発言はそのとおりであるが、内心

では多くの住民が私のように考えているのではないか。 

 

― 
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１７ 大萱の候補地は丹生川地域の中でもトマト、ホウレンソウな

どのハウスが多くあり、生産者が生活している場所である。農

業生産をしている場所に火葬場を整備することは、住宅の真ん

中に工場を建てるのと一緒である。一つ間違うと、生産者が食

べていけない状態が起きるかもしれない。そうした疑問にしっ

かり答えられるようにしてほしい。 

 

どこに火葬場を整備するとしても、いろいろな配慮をしなく

てはならないので、農業への心配についても、実際の声を聞き、

できる対策をとっていきたい。 

 

１８ 仮に建設地に決まった場合、地域からの要望を受け入れても

らえるか。 

 

建設地案が決まったら、その地域の住民のお話を伺う。現時

点で全部の要望に応えるとは言えないが、要望や意見を聞きな

がら施設を検討していく。 

 

１９ 市独自にダイオキシン類濃度を規制してあらかじめ示した

ほうが良い。 

排気の処理をするのに様々な高性能の設備がある。研究しな

がら、基準も検討していきたい。 

  (補足回答) 

国は、新設火葬炉から排出されるガスにおけるダイオキシン

類濃度の指針値を１ng-TEQ/N㎥としている。市では、新火葬場

から排出されるガスにおけるダイオキシン類濃度について、自

主目標値を設定することを検討する。 

 

２０ ダイオキシン類の排出を抑制する装置について、見積もりや

カタログなどを集め、調査しているか。最も良いものならばど

こまで抑制できるか。 

そうした研究は行っている。メーカーにより様々だが、この

装置ならばこの数値にできるといったものはない。 

ご心配はもっともであり、基準に満足せず、できる限り安心
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 していただけるように取り組み、情報の収集にも努める。 

 

２１ 数値よりも、日本一ダイオキシンを出さない火葬場を作ると

いった意気込みがほしい。高山市だから、丹生川ならばこうだ

といった、心が動かされることを検討してほしい。 

― 

２２ 市職員の中で検討委員会にずっと出ていた者はいるか。 

 

市民保健部長以下４人が検討委員会事務局であり、全員が出

席している。 

 

２３ 市民は久々野火葬場や飛騨市古川町の光明苑も使っている。

新火葬場を利用する地域はどこか。 

 

西洞町の現在の火葬場の主たる利用地域は、旧高山市、旧丹

生川村、旧清見村である。 

 

２４ 火葬場には、歩行に困難のある人やお年を召した人も強い思

いを持って来られる。多くの市民にとっては、市街地からの移

動距離、時間を第一に考えるべきと思う。 

１５項目の選考基準については、客観的に納得できるもの

と、評価する人によって異なるものが混在している。 

市民には近いほうが良いという意見がたくさんあるかもし

れないので、意見を聞く具体的な方策をとってほしい。 

 

検討委員会には移動時間を重視する委員も、そうではない委

員もあり、いろいろな意見に分かれた。市としては、多くの市

民に参加していただいた検討委員会の結論を尊重して進めた

い。 

市民のご意見は説明会などでお聞きするとともに、手段は問

わず、電話などでのご意見もお聞きする。 
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２５ 選考基準１４番「希少な動植物の有無」について調査した方

の氏名を公表してほしい。場合によっては説明してほしい。 

 

氏名をお伝えするのは、調査を依頼した方に説明してからと

させていただきたい。 

市内にお住まいの、クマタカなどの猛禽類や希少な動植物に

関する第一人者の方である。 

 

  (補足回答) 

大森清孝氏（飛騨地域エコロード検討委員会委員長）に依頼

し、平成３１年２月７日、候補地５件の目視調査をしていただ

いた。大森氏からは、下記の意見をいただいた。 

・５件の候補地は、全くの自然ではなく改変された土地であ

り、施設の建設には問題ない。 

・いずれの候補地でも、事業実施前の動物の生態を調査し、把

握しておくことが大切である。 

・環境影響評価を実施するにあたっては、国道事務所などの公

共事業実施主体に詳しい情報があるので、情報共有による効

率的な事業執行を望む。 

 

２６ 検討委員会の委員には、丹生川地域の農業者や林業者はいる

か。 

 

検討委員会に丹生川地域の委員はいない。農林業関係者とし

て、飛騨農業協同組合、高山市認定農業者連絡協議会、飛騨高

山森林組合の委員がいる。 
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２７ 他の事業での環境や自然に関する調査は、１週間から１０日

間かけて実施するようだが、火葬場の候補地での調査では 1週

間程度をかけたか、簡単な調査で終わったか。 

候補地の環境については１日で比較調査を行った。建設地が

決まれば、詳細に環境を調べる。 

 

２８ 今日初めて参加する人は、６月２７日の市民説明会の資料を

持っておらず、配慮に欠けている。検討委員会の意見が入った

資料を配布してほしい。 

市民説明会の資料を希望者に配布する。 

２９ 資料にある「市としての建設地案の決定」は、最短でいつご

ろか。その先の工程は、何月ごろの予定か。 

 

市としての建設地案の決定に向け、現在、概算経費などを算

定している。できる限り早く進めるとともに、検討委員会の検

討の精査も行う。市としての建設地案を市議会にいつ諮るかは

未定である。 

 

３０ 答申された３カ所の候補地のダイオキシン類を測定し、その

値より低くなるように整備することとすればよいのではない

か。残留農薬などの規制が厳しいこともあり、具体的に説明さ

れれば理解できる。 

 

ご意見として承る。 

 

３１ 安八郡神戸町の火葬場は田の真ん中にあり、整備にあたって

反対運動もあったと思う。農地の近くに火葬場を整備した際

の、検討委員会に相当する組織の検討を参考にしてはどうか。 

 

火葬場整備において検討委員会のような組織の設置は必須

ではなく、安八郡神戸町の整備の際にはおそらく設置しなかっ

たのではないかと思う。愛知県で、農地の近くに整備する際に

課題になった例は聞いている。 
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３２ スカイパークの選出のときには当事者意識を持たずにいた

ので、どこが一番の課題であったのかを説明してほしい。その

課題をどのように踏まえ、検討委員会を発足したのか。 

 

過去の選考では、整備内容は後から検討することして、先に

場所を決めることとしていた。しがし、市民からの要望を受け、

具体案を示したところ、「①予定していた５，０００㎡の敷地で

は十分な施設ができない」、「②進入路などの整備内容によって

評価結果が異なる」という２点の課題が明らかになった。 

反省点を踏まえ、最初に建設の基本的な構想を決めることと

した。また、整備内容は有識者や市民と一緒に検討すべきであ

ると考え、検討委員会を設置した。 

なお、検討委員会でも過去の検証を行った。 

 

３３ 丹生川地域の住民は、火葬場整備のことを、当事者として考

え始めたところなので、気長に付き合ってほしい。こういった

機会を何回か開いてほしい。 

 

― 

３４ 大萱の候補地が第１位となった理由として、敷地が無償提供

されること、整地費用を安くできることが大きな要因ではない

か。私の住む地域では、大萱の候補地ありきで検討されたので

はとの憶測もあり、後に問題化しないかを懸念している。 

 

― 
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３５ 最近、清見町牧ケ洞の候補地に材木がたくさん搬入してあっ

た。企業誘致の一環で搬入されたならば、火葬場の候補地から

は外れるのか。 

 

清見町牧ケ洞の候補地について、検討中に材木が置いてある

ところは見ていない。市の担当課からは企業誘致が完了したと

は聞いておらず、一時的に貸し出しているのかどうかなどを確

認する。 

 

 
 (補足回答) 

材木が搬入されている土地は、市が部分的に令和元年６月か

ら同年９月まで一時貸付をしているものであり、企業誘致が行

われたものではない。火葬場の建設地とすることも可能であ

る。 

 

３６ 大萱の候補地の所有者に電話で聞いたところ、市から良い土

地がないかと持ちかけられたのに応じ、いくつかの土地を提示

した中から、市が大萱の候補地を選んだとのことだった。 

候補地の所有者は周辺住民の感情を心配したが、市から問題

ないと聞いたため、1年ほど前にお礼の気持ちで寄附すること

としたと話していた。申出があった際、寄附の話はなかったか。 

 

検討委員会の提案によって候補地を公募した際、応募された

うちの 1件が大萱の候補地であり、市が選定したものではない。 

寄附に関しては公募の時点では聞いておらず、昨年の１１月

２日付けで寄附の申出書をいただいた。 
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３７ 検討委員会では４２名が検討に参加したが、実際にフラット

な立場の委員は（公募の）３名しかおらず、ほとんどが市で選

考した方ではないのか。 

 

公募以外の市民の委員は、市の審議会の委員を依頼している

団体すべてに依頼し、団体から推薦された者である。検討委員

会の全体会議はすべて公開で開催し、作為的なことはない。 

 

３８ 高山市民文化会館（６月２８日）と清見支所（７月１日）で

の市民説明会ではほとんど質問がなかったが、大萱の候補地の

寄附の影響を心配する意見があった。そのことについて、明快

に答えられるようにしてほしい。 

― 

  (補足回答) 

大萱の土地に関する経緯は下記のとおり。 

時期 経緯 

平成 28年 3月 大萱の候補地について、地権者より火葬場

敷地として提供してもよいとの申出があっ

た。ただし、提供にあたって有償、無償に

という点についての提案はなかった。 

平成 29年 9月 市は、新火葬場の候補地を公募することと

した。 

平成 29年 10月 市は、過去に火葬場候補地に土地を提供し

てもよいとの申出のあった３２件の地権者

へ、火葬場候補地を公募することを周知し

た。 



火葬場候補地地域説明会（丹生川地区、７月２４日） 開催記録及び補足回答 
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平成 29年 11月 大萱の候補地の地権者が応募された。 

平成 30年 3月 市は、選考対象とする候補地として応募土

地３１件、市有地４２件、合計７３件を決

定した。 

平成 30年 7月 市は、火葬場候補地の選考方法を定めた。 

平成 30年 8月 新火葬場建設検討委員会は、候補地の選考

を開始した。 

平成 30年 11月 大萱の候補地について、地権者が当該土地

を寄附する申出書を市へ提出された。 

平成 30年 11月 市は、検討委員会に対して寄附の申出につ

いて通知した。 
 

 


