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　桐林館は、昭和12年に阿下喜町立尋常高等小学校の校舎として建設されました。昭和58年以後は、文化資料保
存施設として活用されていました。
　平成26年、文化庁が指定する「登録有形文化財（建造物）」となり、平成28年度には、市民や観光客が気軽に立
ち寄れるスポットとして、元職員室をカフェ＆ギャラリースペースとして改修し、今年 7 月から営業を行っています。
　ぜひお越しください。

いなべ市「桐林館」
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内　容 構成自治体データ

市 町 名
桑 名 市
いなべ市
木曽岬町
東 員 町
合 計

136.68 
219.83 

15.74 
22.68 

394.93 

面積（ ㎢ ） 人口（人） 世帯数（世帯）

142,822
45,699 

6,413
25,662 

220,596

58,084
17,586

2,420
9,436

87,526
（平成２9年８月１日現在／外国人含む）
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平成２９年第２回臨時会・第２回定例会が開催されました

平成２8年度決算のあらまし

　平成２９年桑名・員弁広域連合議会第２回臨時会が５月２９日（月）に開催され、木
曽岬町議会選出の伊藤律雄議員が監査委員（広域連合議員）に選任同意されました。
　また、８月３１日（木）には、第２回定例会が開催され、平成２８年度 桑名・員弁広
域連合一般会計歳入歳出決算が下記のとおり認定されました。

決算総額は、歳入７億２,０６０万６,９９６円、歳出７億２８万９６８円で、
歳入歳出差引額は、２,０３２万６,０２８円となりました。

ふるさと

桑名市
発見再

Kuwana City

お問い合わせ：公益財団法人諸戸財団（0594-25-1004）

と　き：10月28日（土）～11月30日（木）予定　午前10時～午後５時（入園は午後4時まで）
ところ：諸戸氏庭園（桑名市太一丸18番地）　月曜休館
料　金：大人500円　小人（小学生以下）200円　幼児（３歳以下）無料

〇小学生以下は保護者同伴
〇園内での飲食・喫煙、三脚等を用いた撮影、ペットを連れての来園はご遠慮ください。

諸戸氏庭園　秋の一般公開

［歳入］
分担金及び負担金
財産収入・・・・・

繰入金・・・・・・・

繰越金・・・・・・・

諸収入・・・・・・・

構成市町が負担する金額
基金の利子収入とコンポスト売払い収入
基金から充当した資金
２７年度の歳入歳出の差引により生じた余
剰金を２８年度へ繰り越した金額
預金利子、職員駐車場料金、広報広告掲
載料等

（％・・・構成比）

［歳出］
議会費・・・・・・・・・連合議会の運営費
総務費
　総務管理費・・一般管理費、公平委員会費等
　選挙費・・・・・・・選挙管理委員会委員の報酬
　監査委員費・・監査委員の報酬
衛生費
　保健衛生費・・広域的な環境保全に関する事務費
　清掃費・・・・・・・管理運営するし尿処理施設の運営費・維
　　　　　　　 持補修費
公債費・・・・・・・・・過去に借り入れた地方債の返済に
　　　　　　　要する費用

（％・・・構成比）

［歳出］
7億28万968円

歳入

歳出［議会費］　47万6,240円　0.1%

［衛生費］
3億330万988円　43.3％
　〔内、保健衛生費〕 162万3,441円
　〔内、清掃費〕 3億167万7,547円

［総務費］
5,125万488円　7.3%

［内、総務管理費］　5,100万2,588円
［内、選挙費］   　　2万6,800円　 
［内、監査委員費］   22万1,100円　
　

［公債費］
3億4,525万3,252円　49.3％
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【経歴】
木曽岬町議会議員　３期目
木曽岬町議会　副議長

伊藤律雄
監査委員

［歳入］
7億2,060万6,996円

［分担金及び負担金］
6億6,870万9,000円
　92.8％

［繰入金］
2,000万円　2.8％［繰越金］

3,032万6,417円
　4.2％ ［財産収入］

18万3,280円
　0.0％

［諸収入］
138万8,299円
　0.2％

　諸戸氏庭園は、江戸時代の豪商、山田彦左衛門の隠居所として造園され、その後明
治に初代諸戸清六が買い取り、拡張した庭園で、国の名勝に指定されています。紅葉
に彩られ、落ち着いた庭園を散策していただけます。



　桑名広域環境管理センターでは、し尿処理を行っている設備などを無料で見学していただくことができます。
　主な見学内容は以下のとおりで、すべて体験すると、１時間程になります。
　なお、職員がご案内させていただく関係上、予約制になっていますので、お電話で事前に連絡をお願いします。

　研修室では桑名広域環境管理センターに運ばれてきた、し尿や浄化槽汚泥がどのようにしてきれいな水になっていく
のか、また、施設のいろいろな設備がどのような働きをしているのかを説明しているDVDをご覧いただきます。

見学内容

前回の続きで、さらにきれいな水にするための活性炭吸着塔から
放流までを紹介します。

施設紹介コーナー
シリーズ4 どうやって処理してるの？
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桑名広域環境管理センター施設見学にお越しください

施設紹介DVD

　見学通路からはし尿処理設備を見ていただくことができます。職員が同行して説明させていただきます。
施設見学

　環境Ｑ＆Ａでは、当施設や環境についての問題をランダムに４問出題し、解答は解説ムービーでわかりやすく説明し
てくれます。バーチャルウォークスルーでは、コンピュータグラフィック（CG) を使った本物そっくりの機械が大画面
にあらわれます。見学通路からはわからない色々な機械の内部まで見ることができます。一度体験してください。

展示学習設備

お問い合わせ：桑名・員弁広域連合業務課　☎0594-27-5112

1 活性炭という炭の粒で色や汚れを取り除きます。 2 紫外線という光線で水の中のばいきんをやっつけます。

3 川に流します

　見学通路からはし尿処理設備を見ていただくことができます。職員が同行して説明させていただきます。

活性炭吸着塔
かっせいたんきゅうちゃくとう

紫外線消毒装置
しがいせんしょうどくそうち

処理水
しょりすい

膜分離装置できれいになった水を
さらに、きれいな水にします。
見た目は水道水と変わらないわ！

放　流

水をきれいにする途中でできる汚泥から、
たんぼや畑の栄養になる肥料をつくります。

みず とちゅう おでい

はたけ えいよう ひりょう

肥料
ひりょう

乾燥機
かんそうき

汚泥
おでい



桑名広域環境管理センター処理状況

～し尿・浄化槽汚泥の市町年間搬入量推移と割合～

～主なばい煙測定結果～

　桑名広域環境管理センターでは、構成する２市２町から搬入される、し尿・浄化槽汚泥を処理しています。
　今回は、年間搬入量及び平成28年度（平成28年４月から平成29年３月まで）のし尿・浄化槽汚泥の市町別搬入割合
とばい煙・放流水質の測定結果についてお知らせします。

～主な放流水質測定結果～

環境用語の解説 ＢＯＤ（生物化学的酸素消費量）・・・ この値が高いと水中に溶けている酸素が欠乏しやすくなり、１０㎎/ℓ以上になると悪臭の発生などが起こりやすくなります。
ＣＯＤ（化学的酸素要求量） ・・・・・・ 湖沼における有機物等の汚濁の指標として用いられます。この値が大きいほど水は汚れていることになります。

２ ８ 年 度
月 平 均
ドラム缶換算数

34,406
2,867

14,335

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

（Kℓ）

5,927 
494

2,470 

867 
72

360 

987 
82

410

42,187 
3,515

17,575

桑名市 いなべ市 木曽岬町 東員町 合計
（kℓ、本）

基準値
最大値
最少値

0.15以下
0.006
0.002

ばいじん濃度
（ｇ／㎥Ｎ）

硫黄酸化物濃度
（ｐｐｍ） 

窒素酸化物濃度
（ｐｐｍ） 

塩化水素濃度
（㎎／㎥Ｎ）

ばいじん濃度
（ｇ／㎥Ｎ）

硫黄酸化物濃度
（ｐｐｍ） 

窒素酸化物濃度
（ｐｐｍ） 

ｐＨ ＢＯＤ
（㎎／ℓ）

ＣＯＤ
（㎎／ℓ）

ＳＳ
（㎎／ℓ）

Ｔ－Ｎ
（㎎／ℓ）

Ｔ－Ｐ
（㎎／ℓ）

色度
（度）

大腸菌群数
（個／㎤）

193以下
36

1.0未満

250以下
120
46

700以下
50未満
50未満

0.2以下
0.012
0.012

53.1以下
2

1.0未満

230以下
27
19

基準値
最大値
最少値

5.8～8.6
7.8
7

10以下
0.9

0.5未満

10以下
4.1
1.5

5以下
1.2

0.5未満

10以下
3.5
1.5

1以下
0.27
0.05

30以下
1

1未満

3,000以下
検出せず
検出せず

※基準値は、大気汚染防止法の排出基準値です。　※ばい煙については２ヶ月に１回の測定が、法によって定められ実施しています。

※基準値は水質汚濁防止法の排水基準値より厳しい当施設の規制値です。
※放流水質については１ヶ月に１回の測定が、法によって定められ実施しています。

※月平均搬入量をドラム缶（200ℓ/本）に換算しました。

残　渣　焼　却　炉 乾　燥　炉

年間搬入量

46,968
45,426

44,599 43,779
42,448 42,440 42,649 42,187

H28H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
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桑名市
 82%

東員町
 2%

木曽岬町
 2%

いなべ市
14%

搬入量割合

ＢＯＤ・ＣＯＤ（㎎／ℓ）
汚れの目安
すんでいる魚 ヤマメ・イワナ
当センターから放流するし尿・汚泥の処理水（平成２８年度平均）

1以下
きれいな渓流

ＢＯＤ 0.5㎎／ℓ ＣＯＤ2.8㎎／ℓ

2以下
雨水・河川の上流水 工場などの汚れた水 下水などの汚れた水

サケ・アユ

3以下

フナ・コイ 魚は殆どすめない

5以下 10以上 20以上
河川の下流水

34,406ｋℓ
987ｋℓ867ｋℓ

5,927ｋℓ



～し尿汚泥肥料『ソウインコンポ』を無料配布します～
　桑名広域環境管理センターでは、２市２町（桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町）から発生した、し尿及び浄化槽汚泥か
ら、し尿汚泥肥料『ソウインコンポ』を生産しています。
　当施設へのご理解を深めていただく一環として、２市２町にお住まいの方を対象として、春・秋の２回、無料配布してい
ます。
　『ソウインコンポ』を草花や庭木などに使用されてはいかがでしょうか。

※料金不足の場合、当連合には届かず受付出来ませんのでご了承ください。
　（2017年6月1日から郵便物料金が改定）
※電話、ＦＡＸによる申し込みはできませんのでご注意ください。
※当肥料のご使用により、施肥量や成分等による作物などへの影響については、責任範囲外

となりますのでご了承ください。
※肥料の主要成分含有量については、成分分析の平均値での表示となるため多少の変動が

ありますので、当日にお渡しする保証票にてご確認ください。
◎主要成分含有量 ⇒ 窒素全量5.1%、りん酸全量4.1%、加里全量0.3%、
　銅全量420mg/kg、亜鉛全量965mg/kg、炭素窒素比5
◎肥料中の放射性セシウム含有量 ⇒ セシウム１３４：検出せず
　　　　　　　　　　　　　　　　 セシウム１３７：検出せず（平成29年6月現在）
※施設内での待ち合せや路上の駐停車は大変危険で厳禁としています。ご協力をお願いします。

１１月２０日(月)、２１日(火)、２２日(水)　※雨天決行
各日共　１６時００分から１７時００分まで
桑名・員弁広域連合　桑名広域環境管理センター
桑名市大字上之輪新田字永長７０７番地
1日：各１，２００袋、ハガキ１枚につき１０袋(１袋４kg詰)まで

「１家族１回限り」
１０月２７日(金)〈必着〉までに、往復はがきに下記の要領で記入し
お申し込みください。
申込多数の際は抽選となる場合があります。
事前に申し込みされ、指定日に当センターで返信ハガキと引換と
なります。  
桑名・員弁広域連合（桑名広域環境管理センター）  TEL ０５９４-２７-５１１１  FAX ０５９４-２７-５１１０

■ 配  布  日
■配布時間
■配布場所

■配布数量

■申込方法

■受取方法

■問い合わせ

今年５月の配布では、
８９１名の方から申込みが有り、大変盛況でした。
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往信
桑
名
・
員
弁
広
域
連
合

桑
名
市
大
字
上
之
輪
新
田

       

　
　
　
　字
永
長
七
〇
七
番
地

5 1 1  0 0 0 1

業
務
課 

宛

郵 便 往 復 は が き
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返信 （
申
込
者
氏
名
）
　様

（
申
込
者
住
所
）

郵 便 往 復 は が き

ここには、何も記入
しないでください。

第１希望　　１１月○○日
第２希望　　１１月○○日
第３希望　　１１月○○日

 （住所）
（申込者の氏名と年齢）

 （電話番号）

（ （

往
信
お
も
て
面

返
信
お
も
て
面

往
信
う
ら
面

返
信
う
ら
面

当センターは桑名広域清掃事業組合ではありません。

ご注意
★希望日が定員を超えた場合は第２ ・

第３希望日となりますので、必ず希望日
をご記入ください。 

★ハガキ１枚(1家族、１回限り）につき
10 袋までとさせていただきます。
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0 0 0  0 0 0 0

  必要袋数 ○○袋



イ ベ ン ト 情 報 ２０１７年１１月～２０１８年４月２０１７年１１月～２０１８年４月２０１７年１１月～２０１８年４月２０１７年１１月～２０１８年４月２０１７年１１月～２０１８年４月２０１７年１１月～２０１８年４月
※開催日・内容については、主催者の都合で変更になる場合があります。

お問い合わせ：桑名・員弁広域連合（☎0594-27-5111）　●1/2枠（縦50mm×横  85mm）10,000円
（次号掲載申し込み締切日　平成３０年１月３１日（水））　   ●1枠　（縦50mm×横170mm）20,000円

料金は、消費税
を含みます。

有料広告
募集中！ ｝

※この広報誌は、資源保護のため再生紙を使用しています。
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秋の文化祭 木曽岬町

開催日 11月５日（日）
場　所 木曽岬町体育館

※木曽岬町自主運行バスで「木曽岬小学校前」
　下車　徒歩１分

内　容 舞台発表、作品展示など。
お問い合わせ 木曽岬町文化協会

※木曽岬町教育委員会内
☎ 0567-68-1617

伸びゆく木曽岬町のふれあい広場2018 木曽岬町

開催日 3月21日（水・祝）予定
場　所 木曽岬町役場前駐車場

※木曽岬町自主運行バスで「木曽岬小学校前」
　下車　徒歩１分

内　容 農水産物即売会、屋台コーナー、キャラ
クターゲームコーナーなど盛りだくさん。

お問い合わせ 伸びゆく木曽岬町のふれあい広場 2018
実行委員会事務局
☎ 0567-68-6105

七福神まつり 桑名市

開催日 11月23日（木・祝）　※雨天決行
場　所 十念寺

※三交バス市内循環「萱町」下車　徒歩約１分
内　容 稚児行列、餅投げなど。
お問い合わせ 十念寺

☎ 0594-23-3388

第29回東員「日本の第九」演奏会 東員町

開催日 12月23日（土・祝）
場　所 東員町総合文化センター　ひばりホール

※三岐鉄道北勢線東員駅下車
　オレンジバスで「総合文化センター」下車

内　容 ベートーヴェン作曲、なかにし礼作詩の
日本語による第九の合唱。東員の冬の風
物詩。

入場料 大人1,500 円　中学生以下 500円
お問い合わせ 東員町総合文化センター

☎ 0594-86-2816

第8回いなべの里 新そば祭り いなべ市

開催日 11月５日（日）
場　所 いなべ市役所員弁庁舎

（いなべ市員弁町笠田新田 111番地）
内　容 手打ちそばを食べ比べできるそば祭り、

そば打ち体験もできます。
物産コーナーもあります。

お問い合わせ いなべ市獣害ブランド対策室
☎ 0594-46-6060

流鏑馬祭 桑名市

開催日 11月23日（木・祝）※少雨天決行
場　所 多度大社

※養老鉄道「多度駅」下車　徒歩約 20分
内　容 馬上の射手が３箇所の的を矢継早に射抜

く躍動的な祭り。
お問い合わせ 多度流鏑馬保存会

☎ 0594-48-2037

伊勢大神楽 桑名市

開催日 12月24日（日）
場　所 増田神社

※三交バスネオポリス・大山田行き
　「太夫」下車　徒歩約３分

内　容 国指定重要無形民俗文化財の伊勢大神楽
が、太夫地区の各組により奉納されます。

お問い合わせ 桑名市物産観光案内所
☎ 0594-21-5416

灯街道・桑名宿 桑名市

開催日 3月下旬～4月上旬
場　所 九華公園内・八間通・花街界隈・吉之丸

コミュニティパーク・六華苑など
内　容 桑名の特産品の鋳物や竹で作った灯籠や

ちょうちんで桑名の街並みを照らします。
お問い合わせ 灯街道・桑名宿実行委員会

※桑名市商工観光文化課内
☎ 0594-24-1231

さくらまつり 桑名市

開催日 4月1日（日）～4月15日（日）
場　所 九華公園

※三交バス市内循環「本町」下車
　徒歩約５分

内　容 ソメイヨシノ、しだれ桜、山桜など約
450 本の桜が楽しめます。期間中は夜間
ライトアップも行います。

お問い合わせ 桑名市物産観光案内所
☎ 0594-21-5416

ぼたんまつり 桑名市

開催日 4月下旬～5月下旬
場　所 長島水辺のやすらぎパーク

※近鉄・JR「長島駅」下車　徒歩約 20分
内　容 親水広場に色とりどりの牡丹が見頃を迎

えます。
お問い合わせ 長島水辺のやすらぎパーク

☎ 0594-42-4545

木曽岬わいわい市場 木曽岬町

開催日 11月５日（日）・１月28日（日）
（午前９時から午後４時予定）

場　所 木曽岬町役場駐車場等
※木曽岬町自主運行バスで「木曽岬小学校前」
　下車　徒歩１分

内　容 物産・ハンドメイド・屋台等、多様種な
世代が交流する市場「かえっこバザール」
も同時開催
（FB「木曽岬わいわい市場」で検索）

お問い合わせ 木曽岬わいわい市場準備委員会
※木曽岬町役場総務政策課内
☎ 0567-68-6100

東員町発ミュージカル第５弾 東員町

開催日 11月25日（土）・26日（日）
場　所 東員町総合文化センター　ひばりホール

※三岐鉄道北勢線東員駅下車
　オレンジバスで「総合文化センター」下車

開　演 25日（土）13時30分・17時30分（開場30分前）
26日（日）14時（開場30分前）

内　容 演劇集団ローカルスーパースターズと地
元住民でおくる、歌ありダンスありの東
員町発ミュージカル。

入場料 2,000 円（全席自由）
お問い合わせ 東員町総合文化センター

☎ 0594-86-2816

第36回東員町音楽祭 東員町

開催日 2月4日（日）
場　所 東員町総合文化センター　ひばりホール

※三岐鉄道北勢線東員駅下車
　オレンジバスで「総合文化センター」下車

開　演 12時30分（開場30分前）
入場無料（入場整理券が必要です）

お問い合わせ 東員町総合文化センター
☎ 0594-86-2816

さくらまつり 木曽岬町

開催日 4月1日（日）予定　※小雨決行
場　所 鍋田川いこいパーク

（鍋田川堤防沿い）
内　容 和太鼓演奏、各種踊り、カラオケ

屋台コーナーなど
お問い合わせ 木曽岬町観光協会事務局

☎ 0567-68-6105

聖宝寺もみじ祭り いなべ市

開催日 11月18日（土）～26日（日）
場　所 聖宝寺（いなべ市藤原町坂本 981）

※三岐鉄道三岐線「西藤原駅」下車　徒歩約 20分
内　容 滝の音が優しく響く癒しの庭園で、聖宝

寺の紅葉をお楽しみください。
お問い合わせ もみじまつり実行委員会

☎ 080-3642-0757

いなべ梅まつり いなべ市

開催日 2月中旬～3月下旬
場　所 いなべ市梅林公園（いなべ市藤原町鼎）
内　容 東海地区最大級の梅が咲き誇り、私たち

を楽しませてくれます。
お問い合わせ いなべ市農業公園

☎ 0594-46-8377

東員町農業祭 東員町

開催日 11月26日（日）9時～12時
場　所 東員町育苗研修交流施設（ガラス温室）
内　容 農産物・特産品の販売や、各種バザー、

催し物、農産物品評会（展示・即売）を
行います。

お問い合わせ 東員町　建設部産業課
☎ 0594-86-2808

春の文協まつり 東員町

開催日 3月7日（水）～3月11日（日）
場　所 東員町総合文化センター　ひばりホール

※三岐鉄道北勢線東員駅下車
　オレンジバスで「総合文化センター」下車

内　容 東員町文化協会会員・文協講座受講者に
よる成果発表、体験教室等。

お問い合わせ （一社）東員町文化協会
☎ 0594-76-7711

大社祭 東員町

開催日 4月7日（土）・4月8日（日）
場　所 猪名部神社

※三岐鉄道北勢線東員駅下車
　オレンジバスで「薮下」下車

内　容 花笠・武者姿の青年騎手が祭馬とともに
坂を駆け上がる勇壮な祭りです。上げ馬
神事は県指定無形民俗文化財にもなって
います。

お問い合わせ 猪名部神社
☎ 0594-76-2424

あげきのおひなさん いなべ市

開催日 2月下旬～3月上旬
場　所 いなべ市北勢町阿下喜地内

※三岐鉄道北勢線「阿下喜駅」下車
　徒歩約５分

内　容 阿下喜の商店街を中心に 100 軒ほどがお
ひなさまを展示しています。ゆっくり歩
いてご見学ください。珍しいおひなさま
も展示しています。

お問い合わせ いなべ市商工観光課
☎ 0594-46-6309

上記イベントについての詳細等は、各イベント
のお問い合わせ先にご確認ください。

〒511-0001
三重県桑名市大字上之輪新田字永長707番地
TEL：0594-27-5111　FAX：0594-27-5110
E-mail:krengom@city.kuwana.mie.jp
ホームページアドレス：
http://www.intsurf.ne.jp/～k-rengou/

桑名・員弁広域連合


