
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(応２－５ - １)    遺体搬送に関する関係先一覧表

令和4年4月1日現在

関　係　機　関　名 所　　　在　　　地 電 話 番 号

NPO法人日本環境斎苑協会 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 044-270-0123

兵庫県葬祭事業協同組合連合会 尼崎市水堂町３－１－２３ 06-6434-3327

一般社団法人全国霊柩自動車協会
東京都新宿区四谷３－２－５
全日本トラック総合会館２階

03-3357-7281

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
東京都港区西新橋1-18-12ＣＯＭＳ虎ノ門6
階

03-3596-0061
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(応２－５－２)    県内各市町の火葬場の状況 令和4年4月1日現在

火　　葬　　場　　名 所　　　在　　　地 電 話 番 号

神戸市健康局斎園管理課 神戸市中央区加納町６－５－１ 078-322-5252

　　甲南斎場 　〃　東灘区本山町田中字南小路４２３ 078-851-8050

　　有馬斎場 　〃　北区有馬町字京口山１８１４ 078-743-1234

　　鵯越斎場 　〃　北区山田町下谷上字中一里山１４－１ 078-743-1234

　　西神斎場 　〃　西区神出町南字美濃谷６００ 078-961-5251

姫路市市民局市民生活部名古山霊苑管理事務所 姫路市名古山町１４－１ 079-297-5030

　　名古山斎場 　〃　名古山町１４－１ 079-297-5030

　　清水谷斎場 　〃　夢前町宮置２－６０ 079-335-0451

姫路市保健所　衛生課 姫路市坂田町３ 079-289-1633

　　宮区火葬場 　 〃 　家島町宮字東破風

　　真浦区火葬場 　　　　〃　　　 真浦字矢内谷１９５２

　　男鹿火葬場 　　　　〃　　　 宮２１６５－１１

　　坊勢火葬場 　　　　〃　　　　坊勢６９８－１９

姫路福崎斎苑施設事務組合事務局 姫路市香寺町土師333 079-232-3196

　　こうふく苑 　　　〃　　　　　土師333 079-232-3196

尼崎市健康福祉局保健部生活衛生課 尼崎市東七松町1-3-1-502  フェスタ立花南館 06-4869-3017

　　尼崎市立弥生ケ丘斎場 　〃　　弥生ケ丘町１番１号 06-6491-2500

西宮市環境局環境総括室斎園管理課 西宮市六湛寺町１０－３ 0798-35-3993

　　西宮市満地谷火葬場 　〃　　奥畑７番１１５号 0798-72-2340

芦屋市市民生活部環境課 芦屋市精進町７－６ 0797-38-3105

　　芦屋市聖苑 　〃　　三条町３９ー３２ 0797-25-2478

伊丹市市民自治部まちづくり室生活環境課 伊丹市千僧１－１ 072-781-5371

　　伊丹市営斎場 　〃　　船原２ー４ー２０ 072-782-2176

宝塚市環境部環境室生活環境課 宝塚市東洋町１－１ 0797-77-2073

　　宝塚市営火葬場 　〃　　川面字長尾山１５ー４２３ 0797-87-7133

川西市市民環境部環境衛生課 川西市出在家町１番１１号 072-758-3262

　　川西市斎場 　〃　　柳谷字鷹尾山柿木谷１０番１ 072-799-0331

猪名川町生活部住民課 川辺郡猪名川町上野字北畑１１番地の１ 072-768-8700

　　猪名川霊照苑 　　　　　〃　　　　木津字奥山４７番地の3 072-768-1206
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火　　葬　　場　　名 所　　　在　　　地 電 話 番 号

三田市まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室環境
創造課

三田市三輪２－１－１ 079-559-5064

　　三田市聖苑 　〃　　下槻瀬字小豆畑748-1 079-569-1215

明石市市民生活局市民生活室斎場管理センター 明石市和坂１丁目１番１２号 078-928-0940

　　あかし斎場旅立ちの丘 　〃　　和坂１丁目１番１２号 078-928-0940

加古川市市民協働部市民課 加古川市加古川町北在家2000 079-427-9183

　　加古川市斎場 　　　〃　上荘町白沢259-27 079-428-1915

加古郡衛生事務組合総務 加古郡播磨町新島60 079-437-7578

　　稲美斎場ひじり苑 　　〃　稲美町中一色２８５番地の２ 079-492-7551

西脇多可行政事務組合事務局総務課 西脇市富吉南町262-1（みどり園施設内） 0795-23-2808

　　西脇多可広域斎場やすらぎ苑 　　〃　寺内５１９番地 0795-22-3644

三木市市民生活部市民課 三木市上の丸町10-30 0794-82-2000（代）

　　三木市立みきやま斎場 　　　〃　福井字三木山２４６５番３ 0794-82-2496

高砂市生活環境部環境経済室環境政策課 高砂市荒井町千鳥１－１－１ 079-443-9029

　　高砂市立火葬場 　　〃　西畑４丁目１５－２２ 079-443-0093

加西市生活環境部環境課 加西市北条町横尾１０００番地 0790-42-8716

　　加西市斎場 　　〃　鴨谷町字少婦谷３０７番地の６ 0790-44-0760

小野加東広域事務組合施設課 小野市万勝寺町４３５－８８ 0794-67-0164

　　小野加東斎場（湧水苑） 　　〃　万勝寺町４３５－８８ 0794-67-0164

播磨高原広域事務組合総務課 赤穂郡上郡町光都３－５－１ 0791-58-0575

　播磨高原斎場（こぶし苑） たつの市新宮町光都３－３７－１ 0791-58-0471

揖龍保健衛生施設事務組合衛生業務課 揖保郡太子町佐用岡７３２番地 079-277-5500

　揖龍火葬場（筑紫の丘斎場） 　　〃　太子町佐用岡７３２番地 079-277-5500

相生市市民生活部環境課 相生市旭１－１－３ 0791-23-7131

　　ささゆり苑 　　〃　相生字成５５７番地 0791-22-7132

赤穂市市民部美化センター 赤穂市中広１４９４ 0791-42-3841

　　赤穂市斎場 　〃　　南野中７５９番地の２ 0791-42-2310

宍粟市市民生活部生活衛生課 宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 0790-63-3506

　　つつじ苑 　〃　　千種町千草７９３番地６ 0790-76-3335

　　あじさい苑 姫路市安富町安志７２６番地 0790-66-3353

　　 しらぎく苑 宍粟市一宮町杉田５０３番地３ 0790-72-0912

中播北部行政事務組合事務局 神崎郡神河町福本１２４７－６０ 0790-32-2888

　市川斎場 　　〃　市川町屋形字飯盛１０６８番地の２ 0790-28-0780
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火　　葬　　場　　名 所　　　在　　　地 電 話 番 号

豊岡市市民生活部生活環境課 豊岡市中央町２番４号 0796-23-5304

　　豊岡市立豊岡斎場 　　〃　高屋４６７番地 0796-22-2013

香美町町民課 美方郡香美町香住区香住８７０番地の１ 0796-36-1111     内線143

　　香住斎場 　　〃　香美町香住区下浜１５１０番地 0796-36-3144

美方広域事務組合　総務課 美方郡温泉町湯904-2 0796-92-2410

　　広域美方苑 　〃　　新温泉町竹田956番地の2 0796-92-1004

養父市市民生活部市民課 養父市八鹿町八鹿1675 079-662-3163

　　静霊苑 　　　　〃　　　　朝倉字下台１００ 079-662-7210

朝来市市民生活部市民課 朝来市和田山町東谷213-1 079-672-6120

　　朝来市斎場 　　〃　山東町大月２３番地２ 079-670-7710

丹波市生活環境部環境課 丹波市氷上町成松字甲賀１番地 0795-82-1001

　　丹波市柏原斎場　つつじ苑 　〃　　柏原町下小倉２０８８番地２０ 0795-72-5588

　　丹波市氷上斎場 　〃　　氷上町絹山１０２５番地１ 0795-82-4217

丹波篠山市環境みらい部市民衛生課 丹波篠山市北新町４１ 079-552-1111(代)

　　丹波篠山市営斎場 　〃　　栗柄１１５５ 079-590-8200

淡路市市民生活部生活環境課 淡路市生穂新島8 0799-64-2523

　　淡路市営津名火葬場 　　〃　生穂２９１０番地 0799-64-1504

　　淡路市営岩屋火葬場 　　〃　岩屋３１３９番地４ 0799-72-4479

　　淡路市営室津火葬場 　　〃　室津２２９番地 0799-84-0149

　　淡路市営東浦火葬場 　　〃　久留麻１２８９番地 0799-74-4737

洲本市市民生活部生活環境課 洲本市本町３－４－１０ 0799-22-3321

　　洲本市火葬場 　　〃　小路谷字小城１０６３－２ 0799-22-6917

　　五色台聖苑 洲本市五色町鳥飼浦２６９６番地 0799-34-0612

南あわじ市市民福祉部環境課 南あわじ市市善光寺２２－１ 0799-43-5024

　　南あわじ市火葬場 　　〃　　　　賀集八幡南５９３番地３０ 0799-54-0258

　　南あわじ市沼島火葬場 　　〃　　　　沼島４１４番地
0799-57-0001(市役所出張
所)
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