
 

地産霊園使用方法 

 

１．拻 事務所の業務営業等について 

（１）霊園開門、閉門時間 

開門時間はＡＭ８：００、閉門時間はＰＭ５：００です。 

（２）業務営業時間 

拻 事務所営業受付時間はＡＭ９：００ ＰＭ４：３０です。 

（３）花・線香等の販売時間 

販売時間はＡＭ９：３０ ＰＭ４：３０です。 

（４）法事・納骨等について 

イ．法事・納骨等を う場合には、予約が必要です。 

ロ． ・ 及び 拢 は、法事・納骨等はできません。 

ハ．納骨に際しては、墓地使用名義人の が必要です。 

ニ． 墓地使用名義人が拎 した場合は、名義 手 きをしない限

り納骨することができません。 

（５）法事等の予約受付について 

イ．常時受付けております。但し、土・日及び祝祭日に限りお電話での

予約申込みは、拕後３時以 の受付となります。 

ロ．予約申込みは、法事等を り う予定日の３ヶ月前（ 日）から

受付けております。 

ハ．お花・お供物のご予約を受付けておりますので、ご希望の方はお申

込みください。 

ニ．僧侶、神主は、宗旨・宗派等に応じてお手配いたします。 

※ロ・ハ・ニについては手配の都合上、遅くとも１０日前までにお申込みくだ

さい。 

（６）お塔婆の予約受付について 

塔婆申込みは、手紙・ＦＡＸ等で使用予定日の遅くとも、１０日前ま

でにお申込みください。尚、電話・電子メールでのお申込みはできません。 

 

２．墓所使用申込みについて 

（１）必要書類等 

①墓所使用申込書、②印鑑証明書、③実印 

※申込 として 1 を入 してください。 

※墓所使用申込み後はいかなる場合でも、申込 の拮 はできません。 

（２）墓所使用申込書（拻 事務所にあります。） 

必要事項を記入してください。 

（３） について 

イ．墓所申込 納入後、拑 納入前であれ を めます。 

ロ．永代使用 納入後は、 を めません。 

（４）永代使用権取得について 

永代使用 の 及び所定拻 の が納入されると取得できま

す。 

（５）拻 について 

からの拻 は、 分を前納して頂きます。 

※ 口 をお めしております。 

 

３．墓石工事契約について 

（１）墓石工事契約は担当石材店との間で締結頂きます。 

※墓石工事は担当石材店が施工します。 

（２）セット販売墓所は永代使用権取得後、直ちに墓石工事契約を締

結し３ヶ月以内に完成引渡しを受けていただきます。 

（３）セット販売墓所以外の販売墓所については、前項(2)によらず永代

使用権取得後、３ 以内に外 工事または、石塔を 墓石工事を施

工していただきます 

 

４．使用 証の発  

新 墓所申込み・使用 証の 発 及び名義 の 手 き完

後、約１ヶ月後に 書 にて 拡されます。使用 証は、

手 きで必要ですので、大 に 拻してください。 

 

５．使用 証の 発  

拽又は 等により 発 を受けようとするときは、① 発 申請書、

②印鑑証明書、③実印を添えて申請してください。 

 

６．墓地使用名義人の名義  

（１）墓地使用名義人がご の場合の名義 に必要な書類 

イ．現名義人の必要な書類 

① 籍謄本、②印鑑証明書、③実印、④使用 証 

ロ．新名義人の必要な書類 

① 籍謄本、② 籍謄本等（現名義人との親族関係が分かるも

の）、③印鑑証明書、④実印 

（２）墓地使用名義人が拎 した場合の名義 に必要な書類 

イ．現名義人の必要な書類 

① 籍謄本（除籍になっているもの）、②使用 証。 

ロ．新名義人の必要な書類 

① 籍謄本、② 籍謄本等（現名義人との親族関係が分かるもの）、

③印鑑証明書、④実印 

上記を添えて申請してください。 

※現名義人と 関係以外の方への名義 はできません。 

 

． 所 届けについて 

墓地使用名義人及び 先の 所が した場合は新 所を やか

に届け出てください。 

 

８．埋葬 

人骨を納骨されるときは、①埋葬（火葬）許 証、②使用 証、

③免許証・パスポートなどの身分証明書をご持参ください。 

ペットの焼骨を納骨されるときは、①地産霊園所定のペット埋葬申請書、

②使用 証、③免許証・パスポートなどの身分証明書を提出していただ

きます。 

※火葬の際に分骨する場合は、事前に斎場に申請すると分骨証明書を発

してくれます。 

 

９．改葬について 

＜他の霊園等から本霊園に改葬する場合＞ 

本霊園拻 事務所から「受入証明書」を発 いたします。 

この「証明書」を現在納骨 の墓地の拻 に提出し、改葬許 申請

手 きを います。さらに納骨 の墓所を拻 する から 改葬

許 証」の発 を受けてください。 

 

＜本霊園から他の墓所へ改葬する場合＞ 

改葬先の拻 から「受入証明書」を発 してもらいます。 

この「証明書」を本霊園拻 事務所に提出し、改葬許 申請書用紙を

受 の上、 から 改葬許 証」の発 を受けてください。 

改葬当日は①改葬許 証、②使用 証、③免許証・パスポートなど

の身分証明書をご持参ください。 

 

１０．分骨改葬について 

＜他の霊園等の墓所から本霊園に分骨改葬する場合＞ 

地産霊園拻 事務所から「受入証明書」を発 いたします。 

この「証明書」を現在納骨 の墓地の拻 に提出して「分骨証明書｣

を受けてください。 

分骨当日は①分骨証明書、②使用 証、③免許証・パスポートなど

の身分証明書をご持参ください。 

 

＜本霊園から他の墓所へ分骨改葬する場合＞ 

分骨先の墓地拻 から「受入証明書」を発 してもらいます。 

この「証明書」を地産霊園拻 事務所に提出しますと、「分骨証明書」

が発 されます。 

分骨当日は①使用 証、②免許証・パスポートなどの身分証明書を

ご持参ください。 

 

１１．お墓参りの皆様へのお願い 

墓所内の拻 は墓地使用名義人の です。植木の手入れ びに雑

草の 等、他の墓所に のかから よう 意してください。 

 

（１）植木や雑草の手入れの後はお墓の近辺に放置せず、お近くの「くず

かご」に分別してお出しください。 

（２）古くなった塔婆はお墓の入り口付近に「古塔婆置場」を設置してお

りますのでご 用ください 

（３）お墓参り後のお供物は皆様で召し上がるか、お持ち帰りください。 

（４）花売場の空桶はお墓の近辺に放置せず、「花売場前」までお戻しく

ださい。但し、 雑するお のときは、 時の「空桶置場」をご用意いたし

ます。 

（５）お掃除用具はご用意しておりますが、数に限りがありますので予め

「ほうき・剪定はさみ」等をご持参ください。 

（６）お墓の場所が分からない場合は現在の「墓地使用名義人｣又は

」を、予め の上拻 事務所まで 合せください。 

（ ） 上 し、置引にご 意ください。 を れるときは必ず「ロック」を

し、貴重品等は手放さず身に付けてください。 

（８）拻 事務所及び 所内への「ペット」の持込は、ご ください。

但し、盲導犬、介助犬、聴導犬はその限りでありません。 

（９）ペット等の「 」の後 拢は、飼主の において 置してくださ

い。 

（１０）当霊園内ではペットはリードをつける、ペット用キャリーバックへ入

れる、ペットカートに乗せる、または飼い主が抱えるなどしてください。 

（１１）産業廃棄物・粗大ごみ及び家庭ごみを園内に放置をしないでく

ださい。 

（１２）墓地の は墓所の 掃等に使用し、 用 （ 等）

には使用しないでください 

（１３）園内での「焚火」は、禁止しております。 

 

 

永代にわたり大勢の皆様がご使用いただきますので、マナーをお守りくださ

い。 

本霊園では皆様方が 持ちよく、「お墓参り｣ができるよう園内の拻

に めておりますのでご をお願いいたします。 

 

以上 


