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第３章 納骨堂（第34条—第38条）

第４章 雑則（第39条—第43条）

附則

第１章 総則

（設置）

第１条 市民の利用に供するため、本市に墓地及び納骨堂を設置する。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）に

おいて使用する用語の例による。

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 一般墓地 墳墓（合葬墓を除く。）を設けるために区画した墓地をいう。

(２) 合葬墓 焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、本市が設置する施設をいう。

（名称等）

第３条 墓地の名称及び位置並びにその種別は、別表第１のとおりとする。

２ 宮崎南部墓地公園（以下本則において「南部墓地公園」という。）内に納骨堂を置く。

（開場時間等）

第４条 南部墓地公園の開場時間は、午前８時30分から午後５時までとする。ただし、５月１日か

ら９月30日までの期間は、午前７時から午後７時までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、南部墓地公園内の納骨堂（以下「納骨堂」という。）の５月１日か

ら９月30日までの期間の開館時間は、午前７時から午後６時までとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開場時間又は開館時間を変更

することができる。

（休館日）

第５条 納骨堂の休館日は、１月１日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館日に休館し、又は休館日に

開館することができる。

（指定管理者による管理）

第６条 宮崎みたま園及び南部墓地公園（納骨堂を含む。以下同じ。）の管理は、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者（同項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）に行わせるものとする。
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（指定管理者の業務）

第７条 指定管理者は、次に掲げる業務（第３号に掲げる業務にあっては、南部墓地公園の指定管

理者に限る。）を行うものとする。

(１) 宮崎みたま園又は南部墓地公園（以下「宮崎みたま園等」という。）の運営に関する業務

(２) 宮崎みたま園等の施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

(３) 次条第１項に規定する南部墓地公園の多目的広場（以下「多目的広場」という。）の使用

の許可に関する業務

(４) 前３号に掲げるもののほか、宮崎みたま園等の設置目的を達成するために必要な業務

（多目的広場の使用の許可等）

第８条 多目的広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、指定管理者の許可（以下こ

の章において「使用許可」という。）を受けなければならない。

２ 指定管理者は、多目的広場の管理上必要があると認めるときは、使用許可に必要な条件を付し、

又はこれを変更することができる。

（多目的広場の使用の不許可）

第９条 指定管理者は、前条第１項の規定により使用許可の申請があった場合において、その使用

が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(１) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(２) 南部墓地公園の施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると

認めるとき。

(３) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めると

き。

(４) 前３号に掲げるもののほか、南部墓地公園の管理上支障があると認めるとき。

（多目的広場の使用許可の取消し等）

第10条 指定管理者は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当

該使用許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(２) 多目的広場を許可された使用目的と異なった目的に使用したとき。

(３) 使用許可の条件に違反したとき。

(４) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(５) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
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第２章 墓地

第１節 一般墓地

（使用資格）

第11条 一般墓地を使用しようとする者は、次に掲げる要件（第４号に掲げる要件にあっては、南

部墓地公園の一般墓地を使用しようとする者に限る。）を満たす者でなければならない。ただし、

市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

(１) 本市に住所を有する者であること。

(２) 祭祀(し)を主宰する者であること。

(３) 使用しようとする一般墓地の使用の許可を現に受けていないこと。

(４) 納骨堂の使用の許可を現に受けていないこと。

（使用の許可等）

第12条 一般墓地を使用しようとする者は、市長の許可（以下この節において「使用許可」という。）

を受けなければならない。

２ 市長は、一般墓地の管理上必要があると認めるときは、使用許可に必要な条件を付し、又はこ

れを変更することができる。

３ 市長は、使用許可に際し、使用する区画を指定するものとする。

（市街化区域内の一般墓地使用の取扱い）

第13条 市長は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第７条の規定に基づく市街化区域内に設置さ

れている一般墓地（毛久墓地、戸林墓地、倉之町墓地、権現墓地、瀬頭墓地、福島町墓地及び下

原墓地の一般墓地を除く。）については、新たな使用はさせないものとする。

（使用許可証の交付等）

第14条 市長は、使用許可を受けた者に対し、使用許可の際、使用許可証を交付する。

２ 使用許可を受けた者又は第21条第２項の承認を受けた者（以下これらをこの節において「使用

者」と総称する。）は、前項の使用許可証（以下「使用許可証」という。）を汚損し、破損し、

又は亡失したときは、市長にその再交付を申請し、使用許可証の再交付を受けることができる。

（使用料等）

第15条 市長は、別表第２に定める使用料を使用許可を受けた者から規則で定めるところにより徴

収する。

２ 市長は、別表第３に定める管理料を使用者から規則で定めるところにより徴収する。

（管理料の減免）
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第16条 市長は、特別の事情があると認めるときは、管理料を減額し、又は免除することができる。

（使用料等の不還付）

第17条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるとき

は、その一部を規則で定めるところにより還付することができる。

（使用の制限）

第18条 一般墓地は、焼骨の埋蔵以外の目的でこれを使用してはならない。

（墓碑等）

第19条 使用者は、墓碑その他の物（以下「墓碑等」という。）の設置、改修、撤去又は移転を行

うときは、その旨を速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。

２ 墓碑等は、規則で定める基準に適合したものでなければならない。

３ 市長は、使用者が第１項の規定による申請を行わないとき、又は墓碑等が前項に規定する基準

に適合していないときは、使用者に対し、工事の中止、墓碑等の移転その他の必要な措置を命ず

ることができる。

（使用権の譲渡等禁止）

第20条 一般墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

（使用権の承継）

第21条 使用者が死亡したとき、又は市長が特別の事情があると認めるときは、相続人、親族等で

祭祀を主宰する者は、一般墓地の使用権を承継することができる。

２ 前項の規定により使用権を承継しようとする者は、速やかに市長に申請し、その承認を受けな

ければならない。

３ 前項の承認を受けた者は、第１項の使用者が死亡した日又は同項に規定する特別の事情が生じ

た日から使用者であったものとみなす。

（住所等の変更届出）

第22条 使用者は、住所、氏名等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

（使用許可の取消し等）

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、使用許可若しくは第21条第２項の承

認（第４号において「承認」という。）を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反した者

(２) 使用許可の条件に違反した者
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(３) 使用許可を受けた日から３年を経過しても一般墓地（佐土原墓地公園及び龍福寺墓園の一

般墓地を除く。）を使用しない者

(４) 偽りその他不正の手段により使用許可又は承認を受けていた者

(５) 正当な理由がなく、管理料を３年間滞納した者

（一般墓地の返還等）

第24条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地を原状に回復して返還しなけ

ればならない。

(１) 一般墓地を使用する必要がなくなったとき。

(２) 前条の規定により使用許可が取り消されたとき。

２ 前項第１号に掲げる場合に該当することとなった者は、その旨を速やかに市長に届け出なけれ

ばならない。

３ 市長は、第１項の規定により一般墓地を返還しなければならない者が当該一般墓地を原状に回

復して返還しないときは、改葬、墓碑等の移転その他の必要な措置をすることができる。この場

合において、市長は、当該措置に要した費用をその者から徴収することができる。

（改葬命令等）

第25条 市長は、一般墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、改葬、

墓碑等の改修又は移転その他の必要な措置を命ずることができる。

２ 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に対しこ

れを通知し、代わりに使用すべき他の個所を指定しなければならない。

３ 前項の場合において、市長が必要があると認めるときは、補償金を交付することができる。

（使用権の消滅）

第26条 次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用権は消滅する。

(１) 使用者が死亡し、相続人、親族等で祭祀を主宰する者がないとき。

(２) 使用者の住所が10年以上不明であるとき。

(３) 第21条第１項の規定により使用権を承継しようとする者が、同項の使用者が死亡した日又

は同項に規定する特別の事情が生じた日から起算して５年を経過しても同条第２項の規定によ

る申請を行わないとき。

２ 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、改葬、墓碑等の移転その他の必要な措置

をすることができる。

第２節 合葬墓
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（使用資格）

第27条 合葬墓を使用しようとする者は、次に掲げる要件（南部墓地公園の合葬墓にあっては、第

１号）を満たす者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、

この限りでない。

(１) 本市に住所を有する者であること。

(２) 祭祀を主宰する者であること。

（使用料）

第28条 市長は、別表第４に定める使用料を、第33条において準用する第12条第１項の規定による

使用の許可（以下この節において「使用許可」という。）を受けた者から規則で定めるところに

より徴収する。

（使用の制限）

第29条 合葬墓には、使用許可を受けた焼骨に限り、埋蔵することができる。ただし、市長が特別

の事情があると認めるときは、この限りでない。

２ 合葬墓は、焼骨の埋蔵以外の目的でこれを使用してはならない。

（使用権の返還）

第30条 使用許可を受けた者又は第33条において準用する第21条第２項の承認を受けた者（以下こ

れらをこの節において「使用者」と総称する。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、合

葬墓の使用権を返還することができる。

(１) 焼骨を埋蔵していない場合で、合葬墓を使用する必要がなくなったとき。

(２) 焼骨を埋蔵した日から20年を経過していないとき。

２ 前項の規定により使用権を返還しようとする者は、その旨を速やかに市長に届け出なければな

らない。

（焼骨の返還）

第31条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。

２ 前項の規定にかかわらず、使用者が前条第１項第２号に該当することにより同条第２項の規定

による届出をしたときは、焼骨を返還するものとする。

（焼骨の引取命令等）

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、焼骨の引取りを命ずるこ

とができる。

(１) 合葬墓の管理上又は公益上必要があると認めるとき。
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(２) 次条において準用する第23条の規定により使用許可を取り消したとき。

２ 前項第１号に該当することにより焼骨の引取りを命ぜられた者が当該焼骨を引き取った場合に

おいて、市長が必要があると認めるときは、補償金を交付することができる。

３ 市長は、第１項の規定により焼骨の引取りを命ぜられた者が当該焼骨を引き取らないとき、又

は合葬墓の管理上若しくは公益上必要があると認めるときは、改葬することができる。

（準用）

第33条 第12条（第３項を除く。）、第14条、第16条、第17条及び第20条から第23条（第３号及び

第５号を除く。）までの規定は、合葬墓の使用について準用する。この場合において、第16条中

「管理料」とあるのは「使用料」と、第17条中「使用料及び管理料」とあるのは「使用料」と読

み替えるものとする。

第３章 納骨堂

（使用期間等）

第34条 納骨堂の使用期間は、第38条において準用する第12条第１項の規定による使用の許可（以

下この章において「使用許可」という。）を受けた日から50年とする。

２ 市長は、使用許可を受けた者又は第38条において準用する第21条第２項の承認を受けた者（以

下これらをこの章において「使用者」と総称する。）が、前項に規定する使用期間の満了後に引

き続き使用することを市長が別に定める期間内に申し出たときは、他の者に優先して使用許可を

するものとする。この場合において、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づ

く指示に違反した者については、この限りでない。

３ 前項の規定による申出を行わない者は、第１項に規定する使用期間の満了後、速やかに、納骨

堂を原状に回復して返還しなければならない。

４ 市長は、前項の規定により納骨堂を返還しなければならない者が当該納骨堂を原状に回復して

返還しないときは、改葬し、又は第37条に規定する位牌(はい)、遺影その他市長が特に必要があ

ると認める物を移転することができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用をそ

の者から徴収することができる。

（参拝カードの交付等）

第35条 市長は、自動搬送式納骨壇（自動制御により焼骨を祭壇まで搬送する装置を備えた納骨壇

をいう。）の使用許可を受けた者に対し、参拝カードを交付する。

２ 使用者は、前項の参拝カード（以下「参拝カード」という。）を汚損し、破損し、又は亡失し

たときは、市長にその再交付を申請し、参拝カードの再交付を受けることができる。
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（使用料等）

第36条 市長は、別表第５に定める使用料を使用許可を受けた者から規則で定めるところにより徴

収する。

２ 市長は、別表第６に定める管理料を使用者から規則で定めるところにより徴収する。

（使用の制限）

第37条 使用者は、使用区画（次条において準用する第12条第３項の規定により指定された区画を

いう。）に、位牌、遺影その他市長が特に必要があると認める物以外の物を置いてはならない。

（準用）

第38条 第11条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第20条から第22条まで及び第23条（第

３号を除く。）から第26条までの規定は、納骨堂の使用について準用する。この場合において、

第11条中「要件（第４号に掲げる要件にあっては、南部墓地公園の一般墓地を使用しようとする

者に限る。）」とあるのは「要件」と、同条第３号中「使用しようとする」とあるのは「南部墓

地公園の」と、第18条中「埋蔵」とあるのは「収蔵」と、第24条第３項、第25条第１項及び第26

条第２項中「墓碑等」とあるのは「当該使用者に係る区画内に置かれている物」と読み替えるも

のとする。

第４章 雑則

（手数料）

第39条 市長は、第14条第２項（第33条又は前条において準用する場合を含む。）の規定により使

用許可証を再交付するときは、再交付手数料として１件につき300円を申請の際徴収する。

２ 市長は、第35条第２項の規定により参拝カードを再交付するときは、再交付手数料として１件

につき1,000円を申請の際徴収する。

３ 第16条及び第17条の規定は、前２項の再交付手数料について準用する。

（入場の制限等）

第40条 市長（宮崎みたま園等にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。）は、次の各

号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退場を命ずることができる。

(１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(２) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認める者

(３) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品又は動物を携帯する者

(４) 墓地又は納骨堂の施設、附属設備、備品等（以下「施設等」という。）を汚損し、損傷し、

又は滅失するおそれがあると認める者
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(５) 前各号に掲げるもののほか、墓地又は納骨堂の管理上支障があると市長が認める者

（行為の禁止）

第41条 墓地及び納骨堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(１) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのあること。

(２) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(３) 土地の形質を変更すること。

(４) はり紙若しくは立て札をし、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(５) 前各号に掲げるもののほか、墓地又は納骨堂の維持管理に支障をきたすと認められる行為

をすること。

（損害賠償等）

第42条 その責めに帰すべき理由により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状

に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

（委任）

第43条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、昭和50年４月21日から施行する。

（宮崎市墓地条例の廃止）

２ 宮崎市墓地条例（昭和23年条例第14号）は廃止する。

（経過措置）

３ この条例施行の際現に墓地を使用している者は、第４条の許可を受けて使用しているものとみ

なす。

（佐土原町等の編入に伴う経過措置）

４ 佐土原町及び高岡町の編入の日前に、佐土原町墓地条例（平成７年佐土原町条例第３号）、高

岡町墓地設置条例（昭和50年高岡町条例第30号）及び高岡町墓地設置条例施行規則（昭和50年高

岡町規則第12号）の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりさ

れたものとみなす。

（清武町の編入に伴う経過措置）

５ 清武町の編入の日前に、清武町墓地管理条例（平成９年清武町条例第３号）の規定によりされ

た処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
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６ 清武町の編入の日前に、清武町墓地管理条例第８条の規定により使用権を承継しようとする者

で同条の規定による届出を行っていないものに係る使用権の消滅についての第26条第１項第３号

の適用については、同号中「同項の使用者が死亡した日又は同項に規定する特別の事情が生じた

日」とあるのは「清武町の編入の日」とする。

（宮崎みたま園の管理料の特例）

７ 平成29年３月31日以前に使用の許可の申請が行われた宮崎みたま園の第14条第２項の使用者に

係る第15条第２項の規定の適用については、同項中「使用者」とあるのは、「使用期間が使用許

可の日から起算して20年を経過した使用者」とする。

附 則（昭和52年３月29日条例第11号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和58年９月29日条例第42号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２年３月29日条例第５号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の別表の規定は、平成２年４月１日（以下「施行日」という。）以後の使用許可に係る

使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

（宮崎市使用料条例の一部改正）

３ 宮崎市使用料条例（昭和39年条例第12号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附 則（平成５年３月23日条例第８号）

（施行期日）

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前

の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則（平成７年３月20日条例第７号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年12月20日条例第147号）
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この条例は、平成18年１月１日から施行する。

附 則（平成18年３月30日条例第25号）

この条例は、平成18年４月１日から施行する。

附 則（平成20年９月29日条例第43号）

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成21年３月30日条例第14号）

（施行期日）

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(１) 次項の規定 公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日（平成

21年５月規則第37号で、同21年６月１日から施行）

(２) 第１条の規定 公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規則で定める日（平

成21年５月規則第37号で、同21年７月21日から施行）

(３) 附則第３項の規定 平成21年９月１日

(４) 第２条の規定 平成21年10月１日

（準備行為）

２ 第１条の規定による改正後の宮崎市墓地条例第７条第１項（同条例第27条において準用する場

合を含む。）の許可のために必要な手続その他の行為は、第１条の規定の施行の日前においても、

行うことができる。

３ 第２条の規定による改正後の宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例第12条第１項（同条

例第33条又は第38条において準用する場合を含む。）の許可のために必要な手続その他の行為は、

第２条の規定の施行の日前においても、行うことができる。

附 則（平成21年12月25日条例第95号）

この条例中別表第３の改正規定は平成22年４月１日から、その他の改正規定は同年３月23日から

施行する。

附 則（平成22年９月30日条例第40号）

（施行期日）

１ この条例は、平成23年２月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成22年12月１日から

施行する。

（準備行為）
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２ 改正後の第12条第１項（第33条において準用する場合を含む。）の許可のために必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則（平成23年12月16日条例第45号）

この条例は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成24年７月６日条例第34号）

（施行期日）

１ この条例は、平成24年11月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成24年９月１日から

施行する。

（準備行為）

２ 改正後の第12条第１項（第33条において準用する場合を含む。）の許可のために必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則（平成24年12月26日条例第65号）

この条例は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成25年６月28日条例第45号）

（施行期日）

１ この条例は、平成25年11月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年９月１日から

施行する。

（準備行為）

２ 改正後の第12条第１項（第33条において準用する場合を含む。）の許可のために必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則（平成26年３月18日条例第37号）

（施行期日）

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表第３及び別表第６の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る管理料につい

て適用し、同日前の使用に係る管理料については、なお従前の例による。

附 則（平成26年６月30日条例第87号）

（施行期日）

１ この条例は、平成26年11月１日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年９月１日から

施行する。
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（準備行為）

２ 改正後の第12条第１項（第33条において準用する場合を含む。）の許可のために必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

附 則（平成28年９月21日条例第46号）

（施行期日）

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同

日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則（平成28年12月27日条例第55号）

この条例は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（平成29年６月27日条例第34号）

この条例は、平成29年11月１日から施行する。

附 則（令和元年９月19日条例第47号）

（施行期日）

１ この条例は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表第３及び別表第６の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の宮崎市

墓地及び納骨堂の設置等に関する条例の規定により使用の許可を受けた者で、当該使用に係る管

理料を納付したものに係る当該管理料の額については、なお従前の例による。

３ 改正後の別表第４及び別表第５の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施

行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第１（第３条関係）

名称 位置 種別

宮崎みたま園 宮崎市池内町天神面3901番地 一般墓地

戸林墓地 宮崎市下北方町戸林5270番地

桃山墓地 宮崎市京塚２丁目225番地

佐土原墓地公園 宮崎市佐土原町下那珂10146番地

木原墓地 宮崎市清武町木原5875番地
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別表第２（第15条関係）

宮崎南部墓地公園 宮崎市大字郡司分丙9340番地５ 一般墓地及び合葬

墓毛久墓地 宮崎市大工２丁目84番地

倉之町墓地 宮崎市大坪西２丁目4356番地

権現墓地 宮崎市北権現町257番地

瀬頭墓地 宮崎市出来島町37番地

福島町墓地 宮崎市福島町亀ノ甲2814番地

龍福寺墓園 宮崎市高岡町内山3117番地

下原墓地 宮崎市下原町208番地

名称 区分 単位 使用料

宮崎みたま園 市内に住所を

有する者

Ａブロック（１地区から７

地区まで）

１区画 226,000円

Ａブロック（８地区から13

地区まで）

326,000円

Ｂブロック 326,000円

Ｃブロック 431,000円

市外に住所を

有する者

Ａブロック（１地区から７

地区まで）

376,000円

Ａブロック（８地区から13

地区まで）

526,000円

Ｂブロック 526,000円

Ｃブロック 683,500円

佐土原墓地公園 390,000円

龍福寺墓園 130,000円

木原墓地 イ区画からニ区画まで 157,000円

Ａ区画からＦ区画まで 283,000円

Ｇ区画及びＨ区画 350,000円

宮崎南部墓地公園 和洋式墓地及び芝墓地 570,000円

毛久墓地 １平方メートル 90,000円
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別表第３（第15条関係）

別表第４（第28条関係）

戸林墓地 75,000円

倉之町墓地 85,000円

権現墓地 96,000円

瀬頭墓地 79,000円

福島町墓地 69,000円

下原墓地 85,000円

備考

１ 市外に住所を有する者の使用許可に係る使用料（宮崎みたま園の使用料を除く。）の額

については、この表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

２ 毛久墓地、戸林墓地、倉之町墓地、権現墓地、瀬頭墓地、福島町墓地又は下原墓地の使

用料の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

名称 区分 管理料（１区画１年につき）

宮崎みたま園 3,760円

宮崎南部墓地公園 和洋式墓地 4,910円

芝墓地 5,660円

毛久墓地 1,980円

戸林墓地 1,980円

倉之町墓地 2,200円

権現墓地 1,980円

瀬頭墓地 1,980円

福島町墓地 2,200円

龍福寺墓園 1,980円

下原墓地 1,980円

名称 使用料（１体につき）

宮崎南部墓地公園 132,400円

毛久墓地 101,850円

倉之町墓地 101,850円
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別表第５（第36条関係）

別表第６（第36条関係）

権現墓地 101,850円

瀬頭墓地 101,850円

福島町墓地 101,850円

龍福寺墓園 101,850円

下原墓地 101,850円

備考 市外に住所を有する者の使用許可に係る使用料の額については、この表に掲げる額に100

分の50を乗じて得た額を加算する。

区分 使用料（１区画につき）

世帯式納骨壇 580,550円

個人式納骨壇 325,920円

自動搬送式納骨壇 529,620円

備考 市外に住所を有する者の使用許可に係る使用料の額については、この表に掲げる額に100

分の50を乗じて得た額を加算する。

区分 管理料（１区画１年につき）

世帯式納骨壇 5,130円

個人式納骨壇 4,080円

自動搬送式納骨壇 5,240円


