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逗子市墓地等の経営の許可等に関する条例等（案）

3段対比表
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福祉部社会福祉課



、 、

１

逗子市墓地等の経営の許可等に関する条例（案） 逗子市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則標） 逗子市墓地等の経営の許可等に係る審査基準縢）

(目的）

第１条この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和2３

年法律第48号。以下「法」という｡）第10条の規定に基づ

く墓地、納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」という｡）の

経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓

地等の経営の適正化及び市民生活における墓地等と周辺

環境との調和を図り、もって公共の福祉に寄与すること

を目的とする。

(趣旨）

第１条この規則は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和

23年法律第48号。以下「法」という｡）及び逗子市墓地

等の経営の許可等に関する条例（平成24年逗子市条例

第号。以下「条例」という｡）の施行について必要な

事項を定めるものとする。

第１趣旨

この審査基準は、墓地、埋葬等に関する法律（昭

和２３年法律第４８号。以下「法」という。）、逗子

市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成24年逗

子市条例第号。以下「条例」という。）及び逗

子市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

(平成24年逗子市規則第号。以下「規則」とい
￣

つ。 ）に基づく許可等の審査に当たって、必要な事
項を定めるものとする。

(定義）

第２条この条例における用語の定義は、法の規定の例に

よる｡

(墓地等の経営主体）

第３条墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいず

れかに該当する者でなければならない。ただし、特別な

理由があり、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛

生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認め

るときは、この限りでない。

(1)地方公共団体

(2)宗教法人法（昭和26年法律第１２６号）第４条第２項

に規定する法人（以下「宗教法人ｊという｡）で、主た

る事務所又は従たる事務所を逗子市の区域内(以下｢市

内」という｡）に有し、かつ、当該市内に有する主たる

事務所又は従たる事務所について、宗教法人法に基づ

く登記を行った曰の翌日から起算して当該宗教法人が

行う当該経営しようとする墓地等に係る第５条第１項

第２号の規定による届出の日までの期間が５年以上経

過し、及び当該期間中継続して宗教活動を行っている
もの

(3)墓地等の経営を目的とする公益法人（公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法

律第49号）第２条第３号に規定する公益法人をいう。

第２経営の主体

１条例第３条ただし書に規定する特別な理由があ

り、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生そ

の他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認め

るときとは、個人又は共同の墓地を公共事業等に伴

い移転、新設する者であるとき及びすでに許可を受

けて市内において、火葬場を経営している者である

ときをいう。

２条例第３条第１号に規定する地方公共団体とは、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１条の３に

規定する地方公共団体とする。
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以下同じ｡)．

(事前協議）

第４条墓地等の経営の許可（以下「経営許可」という｡）

を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画（以下

｢墓地等経営計画」という｡）について、あらかじめ市長

に協議しなければならない。

２前項の規定により協議を行う場合は、次に掲げる事項

を記載した墓地等経営計画協議書を市長に提出しなけれ

ばならない。

(1)経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名、
主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地

(2)墓地等の名称及び所在地

(3)墓地等の概要

性）その他規則で定める事項

３前項に規定する墓地等経営計画協議書には、次に掲げ

る書類（経営許可を受けようとする者が地方公共団体で

ある場合にあっては、第６号から第８号までに掲げる書

類を除く｡）を添付しなければならない。

(1)墓地等の土地の登記事項証明書

(2)墓地等の設計図

(3)墓地等の付近の見取図

(4)墓地等を経営しようとする理由を記載した書類

(5)墓地等の土地及び隣接地の公図の写し

(6)宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

(7)公益法人の定款又は宗教法人法第12条第１項に規定

する宗教法人の規則
(8)規則で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込

書及び資金計画書

(9)その他規則で定める書類

４宗教法人法第６条第１項に規定する公益事業として墓

地又は納骨堂についての第１項の協議を行う宗教法人及

び公益法人にあっては、当該協議を行うときに規則で定

める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有して

(事前協議）

第２条条例第４条第２項に規定する墓地等経営計画協

議書は、第１号様式とする。
２条例第４条第２項第４号の規則で定める事項は、次

に掲げるものとする。

(1)標識の設置予定年月日

(2)説明会の開催予定年月日

(3)墓地等経営許可申請書を提出する予定の曰（以下

｢申請予定曰」という｡）

(4)工事着手予定年月日

(5)工事完了予定年月日

(6)その他市長が必要があると認める事項
タ

３条例第４条第３項第８号の規則で定める期間は、次

に掲げるとおりとする。

(1)墓地にあっては、墓地等経営計画協議書の提出の

曰の属する年度から10年間

(2)納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等経営計画協

議書の提出の曰の属する年度から５年間

４条例第４条第３項第９号の規則で定める書類は、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものとす

る。

(1)条例第11条第２号ただし書の規定に該当して、墓

地を利用する者に便益を供するための施設の一部を

当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設

の設計図及び付近の見取図

(2)条例第３条第２号に該当する宗教法人にあって
は、宗教活動の実績に係る報告書（第２号様式）

(3)その他市長が必要があると認める書類
５条例第４条第４項の規則で定める額は、当該墓地又

は納骨堂の設置等に要する費用の１００分の50に相当
する額とする。ただし、当該協議を行うときに負債（当

該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用に係る負債を

第３事前協議

１条例第４条第３項に規定する墓地等経営計画協議

書に添付しなければならない書類は、次のとおりと
する。

(1)条例第４条第３項第１号及び第６号に規定する

土地の全部事項証明書並びに法人の登記簿謄本又
は履歴事項全部証明書は、墓地等経営計画協議書

提出日前９０日以内に交付されたもの

(2)条例第４条第３項第２号に規定する墓地等の設

計図は、原則実測値で設計が行われたもので次の

とおりとする。なお、墓地等が傾斜地の場合、必

要に応じて当該土地の断面図を添付するものであ

ること。

ア墓地

墳墓を設ける区域、緑地、通路、管理施設、

便所、駐車場その他墓地を利用する者に便益を

供するための施設、給水設備、排水設備及びご

み集積設備等の配置とその面積を記載したもの

並びに駐車場及び墳墓を設ける区域にあっては

その区画数を記載したもの並びに建物の平面

図、立面図及び配置図

イ納骨堂及び火葬場

緑地、駐車場等の配置とその面積を記載した

もの及び駐車場にあってはその区画数を記戦し

たもの並びに建物の平面図、立面図及び配置図

(3)条例第４条第３項第３号に規定する墓地等の付

近の見取図は、規則第３条第３項に規定する周辺

住民等の範囲が示されたもので、墓地等の周囲５０

ｍ及び110ｍ（火葬場にあっては、300ｍ）の境界線

を記入し、かつ土地及び建物の所有者並びに住民
の住所、氏名を明示したもの

似）条例第４条第３項第４号に規定する墓地等を経
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いなければならず、かつ、当該墓地等の設置に要する費
用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法（昭和５６

年法律第59号）第２条第１項に規定する銀行その他規則

で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が
特に理由があると認めたときは、この限りでない。

｡

■

■も

除く｡）を有する場合にあっては、当該１００分の50に
相当する額に当該負債の額を加えた額とする。

６条例第４条第４項の規則で定める金融機関は、協同
組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律
第44号）第２条第１項各号に掲げる金融機関（同項第
２号に規定する協同組合連合会を除く｡)その他市長が

認める金融機関とする。

営しようとする理由を記載した書類は、当該墓地

等の面積及び墳墓の区画数等申請規模の必要性を

説明したもの

(5)条例第４条第３項第５号に規定する公図の写し

は、墓地等経営計画協議書提出日前９０日以内に交

付され、作成者の住所、氏名、作成年月日が明記

され、土地所有者の住所及び氏名が記載されてい

る図面

(6)条例第４条第３項第７号に規定する宗教法人の

規則は、神奈川県知事又は文部科学大臣の認証印
のあるものの写し

(7)条例第４条第３項第８号に規定する収支見込書
は、収入（永代使用料、寄付金、管理料、借入金、

振替金、墓石販売手数料等すべての収入）と支出
(開発工事費､設計費､返済金(返済利子を含む｡）、

管理費、借地がある場合は地代等すべての支出）

の状況が各年度ごとに対比して記載されているも
の

(8)条例第４条第３項第８号に規定する資金計画書

は、当該墓地経営に係る自己資金並びにすべての

収入及び支出が記戟されているもの

２規則第２条第２項第６号に規定するその他市長が

必要があると認める事項は、墓参等で当該墓地等の

周辺道路の混雑が予想される曰の交通渋滞対策とす
る ｡

３規則第２条第４項第３号に規定するその他市長が
必要があると認める書類は、次のとおりとする。

(1)宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２５条

第１項に規定する財産目録又は収支計算書を作成

している宗教法人が同法第６条第１項に規定にす

る公益事業として墓地等を経営する場合は、墓地

等経営計画協議書の提出の曰の属する年度から過
去３年間の当該財産目録及び収支計算書

(2)墓地等の経営に当たり他の法令の規定による許
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可等を要するものにあっては、当該法令の規定に

よる許可書の写し等許可を確認できる書類又は申

請書の写し等申請状況が確認できる書類

(経営計画の周知）

第５条経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画

の周知を図るため､､規則で定める曰までに次に掲げる措

置を講じなければならない。

(1)墓地等経営計画の概要を記載した標識を当該計画敷

地（墓地等経営計画に基づき墓地等を設けるために必

要な士地の区域をいう｡）の外部から見やすい場所に第

19条第３項に規定する工事完了検査済証の交付を受け

ろ日まで設置すること。

(2)前号の規定により標識を設置しようとするときは、
規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出
ること。

２墓地等の周辺の土地又は建物の所有者、住民、学校の

管理者等で規則で定めるもの（以下「周辺住民等」とい

う｡）に対し、墓地等経営計画の概要について説明会を開

催し、速やかにその説明会の内容Ｉその他規則で定める事
●

項について．市長に報告しなければならない。

(経営計画の周知）

第３条条例第５条の規則で定める曰は、次に掲げる曰

とする。

(1)標識の設置にあっては、申請予定曰の90日前の曰

(2)説明会の開催にあっては、申請予定曰の60日前の
曰

２条例第５条第１項第１号に規定する標識及び同項第

２号に規定する届出は､第３号様式によるものとする。

３条例篇5-条第２項に規定する周辺住民等は、墓地等
の区域の境界線から水平投影面における最短の距離で

110メートル（火葬場にあっては３００メートル）以内

の土地の所有者並びに人が現に居住し、又は使用して

いる建物の住民及び当該建物の所有者又はその管理責

驫謡纏簔潔睾露讓萱梺見註麗艦言二
住環境に影響があると市長が認める者とする。

４条例第５条第２項の規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

１
１
１
１
１
１

□
巴
Ｂ
は
倍
旧

開催日時

開催場所

実施者側の出席者の氏名及び役職名

周辺住民等の出席者数

周辺住民等の意見

その他市長が必要があると認める事項

５条例第５条第２項に規定する報告は、説明会開催状

祝報告書（第４号様式）により行うものとする。

第４経営計画の周知

１条例第５条に規定する標識の設置時期及び説明会

の開催時期は、条例第４条第１項に規定する事前協
議の中で、市長が適当と認めた後の時期とする。
２条例第５条第１号に規定する標識を設置したとき

は、標識を設置した場所が明示された図面並びに標

識の設置状況及び記載内容が確認できる写真を、す

みやかに市長に提出するものであること。

３条例第５条第１項第１号に規定する標識は、計画

４

地が２以上の道路に接するときは、各道路に面する

箇所に各々設置するものであること。ただし、これ

により難いときは周辺住民等が見やすい適当な場所

に設置するものであること。

条例第５条第２項及び規則第３条第３項に規定す

る建物とは、次のとおりとする。

(1)日常的に住居、事務所、店舗等として使用して

いる一戸建て、アパート、マンション、雑居ビル

等とし、単に物品等の保管を目的とする倉庫等は

該当しない。

(2)一戸建てにあってはその敷地を当該建物の範囲

に含めるが、アパート、マンション、雑居ビル等

についてはその敷地は含めない。

５規則第３条第３項に規定する管理責任者とは、学

校､･病院、福祉施設等にあっては当該施設の長など

とする。

６規則第３条第３項に規定する市長が別に定める道

路とは、次に掲げる国道等に接続するまでの区間の

ものをいう。

(1)国道

(2)県道
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＄

白

①

Ｐ

(3)逗子１丁目３６２番４から沼間1丁目２１９番２ま
での区間の横須賀市が所有する水道路

(4)前３号の道路に接続する幅員６メートル以上の
市道

(5)計画区域から第４号の道路に接続するまでの区
間においておおむね幅員が６メートル以上である
道路

７住環境に影響があると市長が認める者とは、墓地
等の整備に伴う工事車両等の通行により影響を受け
ることが想定される者及び墓地等の経営による交通
渋滞等の影響を受けることが想定される者をいう。

８規則第３条第３項に規定する墓地等の区域の境界
線は、条例第１１条第２号ただし書に規定する当該墓
地に近接した場所に設けた管理施設等墓地を利用す

る者に便益を供するための施設の敷地の境界線は含
まないものとする。

９条例第５条第２項に規定する説明会は、次のとお
りとする。

(1)条例第３条第２号及び第３号に規定する宗教法

人又は公益法人にあっては法人の役員が出席する

ものとし、説明する事項は次のアからコまでとす
る ｡

ア墓地等の経営予定者

イ墓地等の名称及び所在地

ウ墓地等の概要

エ墓地等の維持管理の方法

オエ事着手及び完了予定年月日

力工事の方法及び安全対策の概要

キ墓参等で墓地等の周辺道路の混雑が予想され
る曰の交通渋滞対策

クその他の公益事業の有無及びある場合はその

内容

ケ,条例第６条に規定する意見の申出の期限及び
その方法 、
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．その他市長が必要あると認める事項

(2)説明会に参加しなかった周辺住民等に対して

は、第４の９の(1)に規定する説明事項を別途周知

するものであること。

(周辺住民等との協議）

第６条経営許可を受けようとする者は、周辺住民等から

墓地等経営計画について、規則で定める曰までに次の各

号のいずれかに該当する意見の申出があったときは、当

該申出をした者と十分に協議を行うとともに、その理解

を得るように努めなければならない。

(1)公衆衛生その他公共の福祉の観点からの意見

(2)墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意
見

(3)墓地等の建設工事の方法等についての意見

２経営許可を受けようとする者は、前項の規定により協

議を行ったときは、速やかに協議の内容その他規則で定
める事項について、市長に報告しなければならない。

(周辺住民等との協議）

第４条条例第６条第１項の規則で定める曰は、申請予

定曰の30日前の曰とする。

２条例第６条第２項の規則で定める事項は、次に掲げ

３

るものとする。

１
１
１
１
１
１
１

口
但
伯
性
旧
伯
位

協議を行った日時

協議を行った場所

申し出のあった意見の内容

協議の内容及び結果

実施者側の出席者の氏名及び役職名

意見の申出をした者の氏名及び住所等

その他市長が必要があると認める事項

条例第６条第２項に規定する報告は、周辺住民等協

議状況報告書（第５号様式）により行うものとする。

(手続の省略）

第７条第４条から前条まで（第16条において準用する場

合を含む｡）の規定による手続について、市長が市民の宗

教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の

見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は－

部を行わないことができる｡

ひ

第５手続の省略

条例第７条に規定する市長が市民の宗教的感情に適

合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支

障がないと認めるときとは、次の例示のとおりとする。
(1)個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、

新設するとき

(2)すでに経営の許可を受けている墓地等の経営の

主体のみが変わるとき

(3)墓地内に納骨堂を設置するとき

(4)墳墓の区画数を増減するとき

(5)宗教法人法第３条に規定する境内地（以下「境

内地」という。）内の、すでに経営の許可を受け

ている墓地を拡張又は縮小するとき
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(経営許可の申請）

第８条経営許可を受けようとする者（以下「申請者とい

２

う｡｣）は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申

請書を市長に提出しなければならない。

(1)第４条第２項第１号から第３号までに掲げる事項

(2)その他規則で定める事項

前項の墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を

添付しなければならない。ただし、市長が特に認めると

きは、添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1)宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地

等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し

(2)第４条第３項第１号から第８号までに掲げる書類
(申請者が地方公共団体である場合にあっては、第６

号から第８号までに掲げる書類を除く｡）

(3)墓地等の経営に当たり、宗教法人法第５条第２項第

2号及び第３号に規定する宗教法人を包括する宗教法

人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

(4)その他規則で定める書類

３第１項の規定による申請書の提出は、第４条から第６

条までの規定による手続及び市長が必要があると認めた

関係法令の規定による手続を経た後でなければ行うこと

ができない。

(経営許可の申請）

第５条条例第８条第１項に規定する許可申請は、墓地

等経営許可申請書（第６号様式）により行うものとす
ろ ◎

２条例第８条第１項第２号の規則で定める事項は､次

に掲げるものとする。

(1)工事着手予定年月日

(2)工事完了予定年月日

(3)墓地等の管理者の住所及び氏名

(4)その他市長が必要があると認める事項

３条例第８条第２項第４号の規則で定める書類は、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものとす

る。

(1)墓地等の設置場所が抵当権の設定等がなされてい
ない土地であって、墓地等の経営の許可を受けよう

とする者が墓地等の経営の許可の曰から所有権を取

得する予定のものである場合所有権の移転が行わ

れることを証する書類

(2)墓地等の設置場所が当該墓地等の経営の許可を受

けようとする者の所有する土地であって、当該土地

に設定されている抵当権の登記が墓地等の経営の許

可の曰から抹消される予定のものである場合抵当

権の登記が抹消されることを証する書類

(3)その他市長が必要があると認める書類

第６経営許可の申請

１条例第８条第２項に規定する書類は、次のとおり

～Ｐ

とする。

(1)条例第８条第２項第１号に規定する議事録の写

しは、会議の日時、場所、役員（理事）数、出席

した役員（理事）の氏名、申請理由、墓地等の所

在地、規模、資金計画、申請に至った経緯、議事

結果が記載されているものであって、署名人の署

名又は押印(写しの場合は代表役員又は理事長の

原本証明)のあるもの。

(2)条例第８条第２項第２号に規定する書類は、第

3の１の規定に準じた書類であること.このうち、

条例第４条第３項第８号に規定する資金計画書は

次の書類を添付するものであること。
ア自己資金に係る預金等の残高証明書

イ寄付金に係る寄付申込書の写し

ウ融資に係る融資証明書

(3)条例第８条第２項第３号に規定する承認書で、
宗教法人を包括する宗教法人のほかに承認が必要

な場合は、当該承認書の写し

２条例第８条第２項ただし書に規定する省略するこ

とができる書類とは、条例第４条第３項に規定する

墓地等経営計画協議書に添付した書類のうち、申請
時に権利内容の変更等が生じていないもので、市長
が認めた書類とする。

３規則第５条第３項に規定する書類とは、次のとお
りとする。

(1)規則第５条第３項第１号に規定する所有権の移
転が行われることを証する書類とは、墓地等の経
営の許可を受けようとする者と当該土地所有者と

の間の、許可申請書提出後おおむね－箇月以内に

当該土地を墓地等の経営の許可を受けようとする

者に譲渡する旨を記した契約書の写し

(2)規則第５条第３項第２号に規定する抵当権の登
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記が抹消されることを証する書類とは、墓地等の

経営の許可を受けようとする者と当該土地の抵当

権の設定権者との間の、許可申請書提出後おおむ
ね－箇月以内に抵当権を抹消する旨を記した契約
書の写し

４第６の３に規定する契約書の写しを墓地等経営許
可申請書に添付された場合にあっては、当該契約内
容を履行した事実を確認できる当該土地の登記簿膳
本等を確認の上、墓地等の経営■を許可するものであ
ること。

５条例第８条第３項に規定する市長が必要と認めた
関係法令の規定による手続は、次のとおりとする。
(1)他の法令の規定による許可を要する場合にあう
ては、当該許可を得ているか叉は当該許可を得ら
れる見込みが確実な場合であること。

(2)逗子市まちづくり条例（平成14年逗子市条例第
４号）の対象となる墓地等にあっては、同条例第
２６条第１項の事前協議確認通知書の交付を受けて
いること。

(3)逗子市の良好な都市環境をつくる条例（平成４
年逗子市条例第１８号）の対象となる墓地等にあっ
ては、同条例に基づく完了書の交付を受けている
こと 。

(経営の許可）

第９条市長は、経営許可をしたときは、申請者に対し墓

地等経営許可書を交付するものとする。

２市長は、前項の許可について、法の目的を達成するた

めに必要な範囲内で、条件を付することができる。

第７経営の許可

１条例第９条第２項に規定する必要な範囲内で条件
を付することとは、次の例示のとおりとする。

(1)当該墓地計画に係る工事完了後、地目変更及び
地積更正を行い、登記すること。

(2)墓地は焼骨を埋蔵すること。
(設置場所の基準）

第10条墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1)地方公共団体が経営しようとする場合を除き腓申請
者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地
であること。

(設置場所の特例）

第６条条例第10条第２号の規則で定める建物は{次に
掲げるものとする。

(1)学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定
する学校

第８設置場所の基準

１条例第10条第１号に規定する土地の所有権等に係
る基準は、別表に掲げるとおりとする。

－
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(2)次の各号に掲げる墓地等の区域の境界線と建物との

水平投影面における最短の距離は、当該各号に定める

距離以上であること。ただし、市長が市民の宗教的感
情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地
から支障がないと認めるときは､,この限りでない。

ア焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂

Ｆ１人が現に居住する建物５０メートル

(ｲ）学校、病院等の規則で定める建物１１０メー
ﾄル

イ埋葬を行う墓地

人が現に居住し、又は使用している建物１１０メー

ﾄル

ウ火葬場

人が現に居住し、又は使用している建物３００メー
ﾄル

(3)飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(2)医療法（昭和23年法律第２０５号）第１条の５第１

項及び第２項に規定する病院及び診療所（患者を入

院させるための施設を有するものに限る｡）

(3)児童福祉法（昭和22年法律第１６４号）第７条第１

項に規定する児童福祉施設 Ｃｂ

(4)介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第2７

項に規定する介護老人保健施設

(5)老人福祉法（昭和38年法律第１３３号）第５条の３

に規定する老人福祉施設

｡

(墓地の構造設備基準）

第11条墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。た

だし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛
生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき

は、この限りでない。

(1)給水設備、排水設備及びごみ集積設備を設けること。

(2)管理施設、便所、規則で定める規模以上の駐車場そ
の他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設

けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これ

らの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けるこ

とができる。

(3)墓地内の通路は、規則で定める有効幅員以上である
こと。

(4)緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、規則で

定める割合以上であること。

(5)植樹等により隣接地等外部と明確に区分されるこ

と ｡

(墓地の構造設備基準）

第７条条例第11条第２号の規則で定める規模以上の駐

車場は、墳墓の区画数に１００分の４を乗じて得た数以

上の駐車区画数を有する駐車場とする。

２条例第11条第３号の規則で定める有効幅員は、次の
とおりとする。

(1)墳墓を設ける区域内の通路にあっては、１メート
オ

ル

(2)前号に規定するもの以外の主要な通路にあって
は、１．２メートル

３条例第11条第４号の規則で定める割合は、別表のと

おりとする。

第９墓地の構造設備基準

１条例第１１条第２号ただし書に規定する市長が適当

と認めるときとは、当該施設を一体の墓地内にやむ

を得ず確保できない場合であって、墓地利用者の便

益に多大な支障を来さず、かつ管理が十分行き届く

範囲に次の施設を確保できるときとする ○
ｑ

なお、当

該施設についても条例第10条第１号に規定する設置

場所の基準に適合していること。

(1)墓地利用者がおおむね徒歩５分以内で利用でき
る駐車場

(2)当該墓地に近接する当該墓地を経営しようとす

る宗教法人の境内地内の管理事務所、便所その他

墓地を利用する者に便益を供するための施設

２条例第１１条第４号に規定する緑地について、芝墓

地等墳墓を設ける区域の芝地及び条例第１１条第２号

ただし書に規定する墓地に近接した場所に設ける管

理施設等墓地を利用する者に便益を供するための施
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(6)移動等円滑化（高齢者､`障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第２条第
２号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ｡）のた
めに必要な措置をとること。

(7)合葬墓（縁故者のいない墳墓から焼骨莚改葬し、合
わせて埋蔵するための墳墓をいう｡）を設けるよう努め

ること。

心

設の敷地の緑地面積はその算定の対象としない。

３条例第１１条第５号に規定する外部と明確に区分さ

れることとは、原則、水平距離の高さで、隣接地か
ら墓石等が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部

と明確に区分されることとする。
４条例第１１条ただし書に規定する市長が市民の宗教

的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉

の見地から支障がないと認めるときとは、次の例示

のとおりとする。

(1)個人又は共同の墓地を公共事業等に伴い移転、

新設するとき

(2)すでに経営の許可を受けている墓地の経営の主

体のみが変わるとき

(3)境内地内の、すでに経営の許可を受けている墓

地を拡張又は縮小するとき

(納骨堂の構造設備基準）

第12条納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1)建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第７号に

規定する耐火構造であること。

(2)換気設備を設けること。

(3)出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であるこ
と。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨

堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、こ

の限りでない。

(4)移動等円滑化のために必要な措置をとること。

(火葬場の構造設備基準） 凸

第13条火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1)給水設備及び排水設備を設けること。

(2)管理施設、待合所、便所、規則で定める規模以上の
駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するため
の施設を設けること。

(3)火葬炉が防じん及び防臭の十分な能力を有する設備
であること。

(4)収骨室及び遺体保管室を設けること。

(火葬場の構造設備基準）

第８条条例第13条第２号の規則で定める規模以上の駐

車場は、火葬炉の数に８を乗じて得た数以上の駐車区

画数を有する駐車場とする。

２条例第13条第７号の規則で定める割合は、別表のと
おりとする。

第１０火葬場の構造設備基準

条例第１３条第８号に規定する外部と明確に区分され

ることは、第９の３に準じる。
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(5)収骨容器等を保管する施設を設けること。
(6)残灰庫を設けること。

(7)緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が規則で

定める割合以上であること。

(8)植樹等により隣接地等外部と明確に区分されるこ
と 。

(9)移動等円滑化のために必要な措置をとること。

、
ｊ●

(管理者の遵守事項）
■び

｡

■

第14条法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げ
る事項を遵守しなければならない。

(1)墓地等を清潔に保持すること。

(2)墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、

速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様
の措置を講じるよう求めること。

(3)老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。

第１１管理者の遵守事項

条例第１４条第２号に規定する墓石等とは墳墓の囲
い、樹木等墓地内のあらゆる構造物をいう。

●

(変更許可等）

第15条法第10条第２項の規定により墓地等の変更（墓地

にあっては、墳墓を設ける区域の変更及び区画数の変更

(規則で定める数以上の区画数を変更する場合に限る｡）

を含む｡）又は墓地等の廃止の許可（以下「変更許可等」

という｡）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載

した墓地等変更許可申請書又は墓地等廃止許可申請書を

市長に提出しなければならない。

(1)墓地等の経営者の名称、代表者の氏名、主たる事務

所の所在地及び従たる事務所の所在地

(2)墓地等の名称及び所在地

(3)墓地等の変更の内容又は廃止予定年月日

(4)その他規則で定める事項

２前項に規定する墓地等変更許可申請書には第１号から

第10号まで（変更の許可を受けようとする者が地方公共

(変更許可等）

第９条条例第15条第１項の規則で定める数は、次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものとする。

(1)経営の許可を受けている区域の面積が１ヘクター

ル未満の墓地にあっては、変更の許可を受けようと

するときに現に存する墳墓の区画数に１００分の3０

を乗じて得た数

(2)経営の許可を受けている区域の面積が１ヘクター

ル以上の墓地にあっては、変更の許可を受けようと

するときに現に存する墳墓の区画数に１００分の1５

を乗じて得た数

２条例第15条第１項に規定する変更許可等の申請は、

墓地等変更許可申請書（第７号様式）又は墓地等廃止

許可申請書（第８号様式）により行うものとする。
３条例第15条第１項第４号の規則で定める事項は、次

第１２変更許可等

条例第１５条及び第１６条に規定する墓地等の変更許

可等の審査に当たっては、この審査基準に準じて審査
するものとする。
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団体である場合にあっては、第１号及び第７号から第１０

号までを除く｡）及び第１2号に掲げる書類を、墓地等廃止
許可申請書には第１号、第２号、第４号から第７号まで
及び第10号から第12号までに掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付す

べき書類の一部を省略することができる。

(1)宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地

等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録

の写し

(2)墓地等の土地の登記事項証明書

(3)変更に係る墓地等の設計図

(4)墓地等の付近の見取図

(5)墓地等を変更又は廃止しようとする理由を記載した

書類

(6)墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し

(7)宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

(8)宗教法人法第12条第１項に規定する宗教法人の規則

又は公益法人の定款

(9)規則で定める期間に係る墓地等経営計画の収支見込

書及び資金計画書

(10墓地等の変更又は廃止に当たり、宗教法人法第５条

第２項第２号及び第３号に規定する宗教法人を包括す

る宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認

書の写し

(､）改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵の

ない事実を証明する書類

(l】その他規則で定める書類

３市長は、変更許可等をしたときは、墓地等の変更にあ

っては墓地等変更許可書を、墓地等の廃止にあっては墓

地等廃止許可書を交付するものとする。

４市長は、前項に規定する変更許可等について、法の目

的を達成するために必要な範囲内で、条件を付すること
ができる。

に掲げるものとする。

(1)工事着手予定年月日
(2)工事完了予定年月日

(3)その他市長が必要があると認める事項
４条例第15条第２項第９号の規則で定める期間は、次
のとおりとする。

(1)墓地にあっては、墓地等変更許可申請書の提出の

曰の属する年度から10年間

(2)納骨堂及び火葬場にあっては、墓地等変更許可申

請書の提出の曰の属する年度から５年間

５条例第15条第２項第12号の規則で定める書類は、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものとす
る。

(1)墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、抵当権

の設定等がなされていない土地であって、墓地等の

変更の許可を受けようとする者が、墓地等の変更の

許可の曰から所有権を取得するものである場合所

有権の移転が行われることを証する書類

(2)墓地等の変更に係る墓地等の設置場所が、当該墓

地等の変更の許可を受けようとする者の所有する

土地であって、当該土地に設定されている抵当権の

登記が、墓地等の変更の許可の曰から抹消される予

定のものである場合．抵当権の登記が抹消される

ことを証する書類

(3)その他市長が必要があると認める書類
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(墓地等の拡張に係る準用）

第16条第４条から第６条までの規定は、前条の規定によ
る変更の許可を受けようとする者であって、墓地の区域
又は納骨堂若しくは火葬場の施設を規則で定める規模以

上の変更をしようとするものに準用する。

(墓地等の拡張に係る準用）

第10条条例第16条に規定する規則で定める規模は、次
のとおりとする。

(1)経営の許可を受けている区域の面積が１ヘクター

ル未満の墓地にあっては当該面積に１００分の30を乗

じて得た面積、経営の許可を受けている区域の面積

が１ヘクタール以上の墓地にあっては当該面積に
１００分の15を乗じて得た面積

(2)納骨堂及び火葬場にあっては、経営の許可を受け
心

ている施設又は敷地の面積に１００分の50を乗じて
得た面積

守

(申請事項変更届）

第17条墓地等の経営者は、墓地等の構造設備の変更（第
15条第１項に規定する変更許可等に係るものを除く｡）を

しようとするときは、次に掲げる事項を記載した墓地等
申請事項変更届を速やかに市長に提出しなければならな
い｡

(1)墓地等の経営者の名称、代表者の氏名、主たる事務
所の所在地及び従たる事務所の所在地

(2)墓地等の名称及び所在地

(3)墓地等の構造設備の変更の内容

(4)その他規則で定める事項

２墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する事
項に変更のあったときは、当該変更事項の内容を記戦し

た墓地等申請事項変更届を速やかに市長に提出しなけれ
ばならない。

(1)墓地等の経営者の名称、代表者の氏名寸主たる事務
所の所在地及び従たる事務所の所在地

(2)墓地等の名称及び所在地

(3)その他規則で定める事項

３前２項の墓地等申請事項変更届に添付すべき書類につ

いては、規則で定める。

(申請事項変更届）

第11条条例第17条第１項に規定する変更申請は、墓地
等申請事項変更届（第９号様式）により行うものとす
る ＠

２条例第17条第１項第４号の規則で定める事項は、次
に掲げるものとする。

(1)変更しようとする理由

(2)変更予定年月日

(3)その他市長が必要があると認める事項

３条例第17条第２項第３号の規則で定める事項は、次
に掲げるものとする。

(1)条例第11条第２号及び第１3条第２号に規定する管
理施設の設置場所

(2)墓地等の管理者の住所及び氏名
(3)その他市長が必要があると認める事項

４条例第17条第３項の規則で定める書類は、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものとする。
(1)宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓
地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの
議事録の写し

(2)墓地等の申請事項の変更に当たり､宗教法人法(昭
和26年法律第１２６号）第５条第２項第２号及び第３

第１３申請事項変更届

条例第17条に規定する墓地等申請事項変更届の審査
に当たっては、この審査基準に準じて審査するものと
する ｡

■

ロ

’
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号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が

必要な宗教法人にあっては、承認書の写し

(3)墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計
図

(4)墓地等の経営者の名称、主たる事務所又は従たる
事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人又は公
益法人の登記事項証明書

(5)その他市長が必要と認める書類

出）

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届

第18条法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変
更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当

該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところによ

り、速やかに市長に届け出なければならない。

出）

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届

第12条条例第18条に規定する届出は、墓地（火葬場）
新設（変更・廃止）届（第10号様式）により行い、次

の各号に掲げる区分に応じ､当該各号に定める書類(許
可があったものとみなされる者が地方公共団体である

場合にあっては、第１号キに掲げる書類を除く｡）を添

付しなければならない。ただし、市長が特に認めると

きは､添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1)墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみな

された場合

ア、墓地又は火葬場の土地の登記事項証明書

イ墓地又は火葬場の設計図

ウ墓地又は火葬場の付近の見取図

エ墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し

オ宗教法人又は公益法人の登記事項証明書

力公益法人の定款又は宗教法人法第12条第１項に
規定する宗教法人の規則

キ第２条第３項に規定する期間に係る墓地等経営

計画の｡収支見込書及び資金計画書

ク墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第

５条第２項第２号及び第３号に規定する宗教法

人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人

にあっては、承認書の写し

ケその他市長が必要があると認める書類

(2)墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみな

第１４都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等

の届出

規則第12条第１号から第３号までに規定するその他

市長が必要と認める書類とは、当該都市計画事業等の

概要を確認できる書類とする。
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された場合

ア前号ア及びウからキまでに掲げる書類

イ変更に係る墓地又は火葬場の設計図

ウ墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第

５条第２項第２号及び第３号に規定する宗教法人

を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあ

っては、承認書の写し

エその他市長が必要があると認める書類

(3)墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみな

された場合
千◆

ア第１号ア及びウからオまでに掲げる書類

イ墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第

5条第２項第２号及び第３号に規定する宗教法

人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人

にあっては、承認書の写し

ウ改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋

蔵のない事実を証明する書類

エその他市長が必要があると認める書類

▲

(工事完了の届出等）

第19条墓地等の経営者は、許可に係る工事が完了したと

きは、次に掲げる事項を記載した墓地等工事完了届を速
やかに市長に提出しなければならない。

(1)墓地等の経営者の名称、代表者の氏名、主たる事務

所の所在地及び従たる事務所の所在地

(2)墓地等の名称及び所在地

(3)工事が完了した曰

(41）許可条件の履行状況

(5)その他規則で定める事項

２前項の墓地等工事完了届に添付すべき書類について

は、規則で定める。

３市長は、第１項の規定による届出があったときは、当

該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検

査し、適合していると認めるときは、工事完了検査済証

を墓地等の経営者に交付するものとする。

(工事完了の届出等）

第13条条例第19条第１項に規定する完了届は、墓地等

工事完了届（第11号様式）により行うものとする。

２条例第19条第１項第５号の規則で定める事項は、次

に掲げるものとする。

(1)墓地等の使用開始予定年月日

(2)その他市長が必要があると認める事項 ●

３条例第19条第２項の規則で定める書類は、次に掲げ
るものとする。

(1)工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証

明書

(2)工事完了後の墓地等の写真

(3)その他市長が必要と認める書類

４条例第19条第３項に規定する工事完了検査済証は、

第12号様式とする。

第１５工事完了の届出等

１条例第１９条第４項に規定する許可に係る墓地等の

使用について、墓地等の工事が長期となり、次の措
置が講じられる場合であって市長が適当と認めると

きは、墓地等の経営者は墓地等を一定のまとまりの

ある範囲ごとに分割して使用を開始して支障ないも
のとする。

(1)条例第19条第１項に規定する墓地等工事完了届
を当該範囲ごとに市長に提出し、条例第１９条第３

項に規定する工事完了検査済証の交付を受けるも

のであること。

(2)許可に係るすべての工事が完了したときは、第

１５の１の(1)に規定する当該範囲ごとに交付され

た工事完了検査済証を返却し、あらたに許可に係
るすべての工事完了届を市長に提出し、当該工事
完了検査済証の交付を受けるものであること。
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４墓地等の経営者は、工事完了検査済証の交付を受けた

後でなければ、許可に係る墓地等を使用してはならない。

５市長は、必要に応じ、墓地等の経営者に対し、許可に
係る工事の進捗状況に関する報告を求めることができ
ろ ⑥

２規則第13条第３項第３号に規定するその他市長が

必要と認める書類は、当該墓地等の経営者と使用者

との間の墓地等の使用に係る契約約款とする。

(立入調査）

第20条市長は、必要があると認めるときは、墓地又は紬

骨堂の経営者又は管理者の協力を得て当該職員に墓地又

は納骨堂に立ち入らせ、当該施設、帳簿ｄ書類その他の

必要な物件を調査させること（以下｢立入調査」という｡）

ができる｡

２前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければな

らない。

３第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のた

めに認められたものと解釈してはならない。

(勧告）

第21条市長は、第４条から第６条まで（第16条において

準用する場合を含む｡）に規定する手続が正当な理由がな

くなされていないと認めるときは、墓地等の経営許可又．

は変更許可等を受けようとする者に対し、必要な勧告を

することができる。

(公表）

第22条市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該

勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

２市長は、前項の規定により公表しようとするときは、

その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任）

第23条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、鏡
則で定める。

(委任）

第14条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。

第１６書類の提出部数

本条例の規定により市長に提出する書類は、正本１

部、副本１部とする。
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附則

（施行期日）

１この条例は、平成24年４月１日から施行する。
（経過措置）．

２施行日前において、神奈川県墓地等の経営の許可等に

関する条例（平成14年神奈川県条例第68号〉の規定に基

づき行われている手続中の市内における墓地等の経営の

許可等については、この条例の施行曰以後においては市

長に対してなされたものとみなし、本条例の規定を適用

する｡

３この条例の施行の際現に存する墓地等については、施

行日以後の第15条の規定による変更許可等に係るものを

除き第10条から第13条までの規定は適用しない。

附則

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

ｅ巳

で

0

附則

この審査基準は、平成24年４月１日から施行する。



逗子市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則（案）
●

別表（第７条・第８条関係）

備考緑地面積とは、樹木の樹冠又は芝で被われている土地及び緑地とするため植樹
等を計画している土地の面積とする。ただし、芝のみで被われた土地にあっては、

当該土地の面積の１００分の20を緑地面積とする。

、

逗子市墓地等の経営の許可等に係る審査基準（案）

別表（第８関係）

●’
－－－」

、

△

注＊１墳墓を設ける区域は、区域内の通路を含む。
＊２抵当権抹消契約及び所有権譲渡契約の履行時期は､概ねlか月以内とする。

３契約書の写しを申請書に添付された場合は、契約内容を履行した事実を確
認できる土地の登記簿謄本等を確認の上経営を許可する。

＊４根抵当権等以外の墓地等の使用が制限される土地の権利の取扱いは、本表
の取扱いに準じる。

５変更許可に係る設置場所の取扱いについても、本表の取扱いに準じる。

墓地及び火葬場の敷地を有する区域及び規模 緑地面積の割合．

面積が１ヘクタール以上であるもの

●

墓地にあっては、墓地の敷地面滅の

１００分の35(工事着手前の敷地の２分

の１以上が樹木の樹冠で被われてい

る場合は､墓地の敷地面積の１００分の

40）

火葬場にあっては､火葬場の敷地面積

の１００分の25(工事着手前の敷地の２

分の１以上が樹木の樹冠で被われて.
いる場合は､､火葬場の敷地面積の１００

分の30）

面積が１ヘクタール未満であるもの 墓地にあっては、墓地の敷地面積の

１００分の1５

火葬場にあっては､火葬場の敷地面積

の１００分の2０

内容

＊４

土地の状況

墓地の墳墓を設ける

区域・納骨堂及び火葬

場の当該建物の敷地
＊１

緑地 駐車場 その他

申請時の別途

必要書類＊２

自
己
所
有
地

抵当権設定

無し

抵当権設定

有り

国税等差押え

有り

○

●

×

○

●

×

○．

●

×

○

●

×

申請者と抵当権設

定権者との間の抵

当権抹消契約書の

写し

自
己
所
有

地
外

▲

抵当権設定、

差押え等無し

抵当権設定、

差押え等有り

●

×

●

×

●

×

●

×

申請者と土地所有

者との間の譲渡契

約書の写し


