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○宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例施行規則

平成21年８月31日規則第45号

改正

平成22年３月19日規則第16号

平成24年６月29日規則第53号

平成26年３月31日規則第43号

平成26年９月30日規則第96号

平成29年６月27日規則第51号

平成30年３月30日規則第48号

宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例施行規則

宮崎市墓地条例施行規則（平成21年規則第36号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例（昭和50年条例第20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。

（使用許可の申請等）

第２条 条例第８条第１項の規定により使用許可を受けようとする者は、多目的広場使用許可申請

書（様式第１号）により、指定管理者に申請しなければならない。

２ 指定管理者は、条例第８条第１項の規定により使用許可を受けた者に対し、使用許可の際、多

目的広場使用許可証（様式第２号）を交付する。

第３条 条例第12条第１項（条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。）の規定により

使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる申請書により、

市長に申請しなければならない。

(１) 一般墓地 一般墓地使用許可申請書（様式第３号）

(２) 合葬墓 合葬墓使用許可申請書（様式第４号）

(３) 納骨堂 納骨堂使用許可申請書（様式第５号）

２ 前項各号に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１) 前項の規定により申請しようとする者の住民票の写し（その者の属する世帯全員の本籍（外

国人にあっては、国籍等。第９条第２号において同じ。）及び続柄が記載されているものに限

る。）

(２) その他市長が必要と認める書類
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第４条 条例第14条第１項（条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。）の使用許可証

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式によるものとする。

(１) 一般墓地 一般墓地使用許可証（様式第６号）

(２) 合葬墓 合葬墓使用許可証（様式第７号）

(３) 納骨堂 納骨堂使用許可証（様式第８号）

２ 条例第14条第２項（条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。）の規定による再交

付の申請は、使用許可証再交付申請書（様式第９号）に使用許可証（亡失したときを除く。）そ

の他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

（使用料の徴収等）

第５条 条例第15条第１項、第28条及び第36条第１項の使用料は、使用の許可を受けた日から２週

間を経過する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるとき

は、この限りでない。

２ 条例第15条第２項及び第36条第２項の管理料（以下「管理料」という。）は、毎年度５月末日

までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りで

ない。

３ 前項の規定にかかわらず、年度の途中から使用の許可を受けた場合の当該年度の管理料は、管

理料の額を月割りにし、使用の許可を受けた日（以下この項において「許可日」という。）の属

する月（許可日から許可日の属する月の末日までの日数が15日未満のときにあっては、許可日の

属する月の翌月）から当該年度の３月までの月数に応じた額（１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）を、市長が別に定める日までに納付しなければならない。

（管理料の減免の申請）

第６条 条例第16条（条例第38条において準用する場合を含む。）の規定により管理料の減額又は

免除を受けようとする者は、管理料減免申請書（様式第10号）に市長が必要と認める書類を添え

て市長に申請しなければならない。

（使用料還付の基準）

第７条 条例第17条ただし書（条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。）の規定によ

る使用料の還付の基準は、次のとおりとする。

(１) 使用の許可を受けた日から１年以内に墓地又は納骨堂を全く使用しないで返還したとき

８割
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(２) 使用の許可を受けた日から１年を超え３年以内に墓地又は納骨堂を全く使用しないで返還

したとき ５割

（工事施工の申請等）

第８条 条例第19条第１項の規定による申請は、工事施工承認申請書（様式第11号）に使用許可証

及び墓碑等の設計図を添えて行うものとする。

２ 条例第19条第１項の承認は、工事施工承認証（様式第12号）の交付により行うものとする。

３ 前項の承認を受けた工事を完了した者は、当該工事が完了した日から７日以内に工事完了届（様

式第13号）に工事施工承認証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出て、その検査

を受けなければならない。

４ 条例第19条第２項の規則で定める基準は、次のとおりとする。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。

(１) 墓碑等に、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある団体が自己を示す

ために用いる表示その他墓地又は納骨堂を使用する者に不安を覚えさせるおそれがあると認め

られる表示がないこと。

(２) 墓碑等の形状又は表示が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるものでないこと。

(３) 墓碑は、通路に面する方向を正面とすること（宮崎みたま園、佐土原墓地公園、龍福寺墓

園、木原墓地及び南部墓地公園に限る。）。

(４) 霊標は、境界から0.08メートル以上の間隔を置いて設置すること（宮崎みたま園及び南部

墓地公園に限る。）。

(５) 境界から0.15メートル以内に設置する墓碑等（宮崎みたま園及び南部墓地公園にあっては、

霊標を除く。）の高さは、縁石の最上部から測定して0.7メートル以下とすること（宮崎みたま

園、木原墓地及び南部墓地公園に限る。）。

(６) 境界から0.15メートル以内に設置する霊標は、縁石の最上部から測定して高さ1.0メートル

以下及び１区画につき幅0.8メートル以下とすること（宮崎みたま園及び南部墓地公園に限る。）。

(７) 前２号の規定にかかわらず、正面左右角から幅及び奥行きが0.4メートル以内に設置する墓

碑等の高さは、縁石の最上部から測定して1.0メートル以下とすること（宮崎みたま園及び南部

墓地公園に限る。）。

(８) 墓碑等（砂利、土盛、拝石、囲障及び区画内に植栽する樹木を除く。）の高さは、区画底

地（宮崎みたま園、佐土原墓地公園、木原墓地及び南部墓地公園にあっては、縁石。次号にお
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いて同じ。）の最上部から測定して2.3メートル（宮崎みたま園Ａブロックの市長が指定する区

画の墓碑等にあっては、1.7メートル）以下とすること。

(９) 砂利、土盛及び拝石の高さは、区画底地の最上部から測定して0.3メートル以下とすること。

(10) 囲障の高さは、区画底地（佐土原墓地公園及び木原墓地にあっては、縁石）の最上部から

測定して0.7メートル以下とすること（宮崎みたま園及び南部墓地公園を除く。）。

(11) 区画内に植栽する樹木の高さは、常に1.0メートル以下とすること。

(12) 前各号に定めるもののほか、墓碑等が一般墓地の管理に支障があり、又は他の墓地若しく

は納骨堂を使用する者の使用に支障を及ぼすおそれがあると市長が認めるものでないこと。

５ 前項の規定にかかわらず、芝墓地の基準は、次のとおりとする。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。

(１) 墓碑、拝石、台石、花立て、香炉及び水鉢以外の設備を設置しないこと。

(２) 墓碑、香炉及び水鉢の数は、１区画につき１基とすること。

(３) 花立ての数は、１区画につき１対とすること。

(４) 墓碑は、地下カロート上部の表面から測定して高さ0.6メートル以下、幅0.8メートル以下

及び奥行き0.35メートル以下とすること。

(５) 拝石は、地下カロート上部の表面から測定して高さ0.09メートル以下、幅0.9メートル以下

及び奥行き0.46メートル以下とすること。

(６) 台石は、地下カロート上部の表面から測定して高さ0.15メートル以下、幅0.9メートル以下

及び奥行き0.46メートル以下とすること。

６ 第４項の規定にかかわらず、条例第25条第２項の規定により使用者に対し代わりに使用すべき

他の個所を指定する場合の墓碑等については、第４項第３号から第11号までに掲げる基準によら

ないことができる。

７ 条例第19条第３項の規定による命令は、工事検査結果通知書兼改修命令書（様式第14号）によ

り行うものとする。

（使用権の承継の申請）

第９条 条例第21条第２項（条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。）の規定による

申請は、墓地・納骨堂承継承認申請書（様式第15号）に次に掲げる書類を添えて行わなければな

らない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該添付書類の一部を省略することができる。

(１) 使用許可証
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(２) 当該申請をしようとする者（以下この条において「承継申請者」という。）の住民票の写

し（承継申請者の属する世帯全員の本籍及び続柄が記載されているものに限る。）

(３) 除籍全部事項証明書、除籍謄本その他の使用の許可を受けた者の死亡を証する書類

(４) 戸籍全部事項証明書、戸籍謄本その他の死亡した使用の許可を受けた者と承継申請者との

続柄を明らかにする書類

(５) その他市長が必要と認める書類

（住所等の変更の届出）

第10条 条例第22条（条例第33条及び第38条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、

住所等変更届（様式第16号）に使用許可証及び変更する内容を明らかにする書類を添えて行わな

ければならない。

（一般墓地等の返還の届出）

第11条 条例第24条第２項（条例第38条において準用する場合を含む。）の規定による届出は、一

般墓地・納骨堂返還届（様式第17号）に使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて行わ

なければならない。

（焼骨等の変更の届出）

第12条 条例第29条第１項ただし書の規定により使用許可を受けた焼骨を変更して埋蔵する者又は

南部墓地公園の合葬墓の使用の許可を受けた者で生前予約者（当該合葬墓に埋蔵される予定の者

をいう。）を変更するものは、合葬墓埋蔵焼骨等変更届（様式第18号）に使用許可証その他市長

が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

（合葬墓の使用権返還の届出）

第13条 条例第30条第２項の規定による届出は、合葬墓使用権返還届（様式第19号）に使用許可証

その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

（合葬墓の埋蔵方法）

第14条 南部墓地公園の合葬墓においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所

に焼骨を埋蔵するものとする。

(１) 焼骨を埋蔵した日から20年を経過する日まで 納骨室

(２) 前号に規定する期間を経過した後 共同カロート

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるとき、又は条例第30条第１項に規

定する使用者からの申出があるときは、焼骨を埋蔵した日から20年を経過する日前に、焼骨を共

同カロートに埋蔵するものとする。
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（申出期間）

第15条 条例第34条第２項の市長が別に定める期間は、同条第１項に規定する使用期間の満了する

日の前１年とする。

（参拝カード）

第16条 条例第35条第１項の参拝カードは、宮崎南部墓地公園納骨堂参拝カード（様式第20号）に

よるものとする。

２ 条例第35条第２項の規定による再交付の申請は、参拝カード再交付申請書（様式第21号）に参

拝カード（亡失したときを除く。）その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならな

い。

（記名板への刻字）

第17条 条例第38条において準用する条例第12条第１項の規定により自動搬送式納骨壇の使用許可

を受けた者は、当該自動搬送式納骨壇の記名板に刻字するときは、記名板刻字届（様式第22号）

を市長に届け出なければならない。

２ 第８条第４項第１号及び第２号の規定は、前項の記名板への刻字の基準について準用する。

（焼骨の容器に係る基準等）

第18条 芝墓地若しくは合葬墓に埋蔵し、又は納骨堂に収蔵する焼骨の容器は、次の基準に適合し

たものでなければならない。

(１) 高さ、幅及び奥行きが27センチメートル以下（毛久墓地、倉之町墓地、権現墓地、瀬頭墓

地、福島町墓地、龍福寺墓園及び下原墓地の合葬墓に埋蔵する焼骨の容器にあっては、高さが

22センチメートル以下であり、かつ、幅及び奥行きが19センチメートル以下）であること。

(２) 材質が陶磁器その他の焼骨の埋蔵又は収蔵に適したものであること。

(３) 桐箱、骨覆等の外装を施していないこと。

２ 市長は、埋蔵し、又は収蔵しようとする焼骨の容器が埋蔵又は収蔵に支障があると認めるとき

は、その焼骨の埋蔵又は収蔵を拒むことができる。

（埋蔵の届出等）

第19条 墓地に焼骨を埋蔵しようとする者又は納骨堂に焼骨を収蔵しようとする者は、当該焼骨を

埋蔵し、又は収蔵しようとする日の10日前までに、墓地埋蔵等届（様式第23号）に使用許可証及

び改葬許可証又は火葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。
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２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、一般墓地に焼骨を埋蔵するときを除き、当該

届出を行った者の希望する日時における埋蔵又は収蔵の可否を判断し、その結果を合葬墓埋蔵等

通知書（様式第24号）により、当該届出を行った者に通知するものとする。

３ 焼骨を改葬しようとする者は、市長に使用許可証を提出しなければならない。

（再交付手数料の減免の申請）

第20条 条例第39条第３項において準用する条例第16条の規定により再交付手数料の減額又は免除

を受けようとする者は、再交付手数料減免申請書（様式第25号）により、市長に申請しなければ

ならない。

（委任）

第21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。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成21年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第８条第４項の規定は、この規則の施行の日以後に条例第19条第１項の規定による申

請がされた墓碑等について適用し、同日前に同項の規定による申請がされた墓碑等については、

なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

４ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。

（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施行規則（平成９年清武町規則第５号）第５条第

１項の規定による申請がされた墓碑等の基準については、この規則の規定にかかわらず、清武町

墓地管理条例施行規則の例による。

附 則（平成22年３月19日規則第16号）

この規則は、平成22年３月23日から施行する。

附 則（平成24年６月29日規則第53号）

（施行期日）

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。
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（経過措置）

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。

附 則（平成26年３月31日規則第43号）

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成26年９月30日規則第96号）

この規則は、平成26年11月１日から施行する。

附 則（平成29年６月27日規則第51号）

この規則は、平成29年11月１日から施行する。

附 則（平成30年３月30日規則第48号）

（施行期日）

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にある既存の規則による改正前の様式（以下「旧様式」という。）によ

り使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。


