
日南市墓地条例            昭和 63年 12月 24日 日南市条例第 31号 

改正 
平成４年３月 11 日条例第３号 平成６年９月 27 日条例第 30 号 

  平成 12 年３月 30 日条例第 19 号   

   

 

（設置） 

第第第第１１１１条条条条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）の規定に基づき、焼骨を埋

蔵し、公衆衛生の向上を図るため、本市に墓地を設置する。 

（名称及び位置） 

第第第第２２２２条条条条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

日南市古奥第一霊園 日南市大字平野 5838 番地２ 

日南市古奥第二霊園 日南市大字平野 5851 番地 

日南市石河霊園 日南市 541 番地 

日南市上城第一霊園 日南市大字楠原 2031 番地 

日南市上城第二霊園 日南市大字楠原 2030 番地２ 

日南市上城第三霊園 日南市大字楠原 2060 番地１ 

日南市望洋台霊園 日南市大字戸高 1117 番地１ 

  

 

 

 



（使用の資格） 

第第第第３３３３条条条条 墓地を使用することができる者は、本市に住所を有するもの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たものについては、この限りでない。 

（使用の許可） 

第第第第４４４４条条条条 墓地を使用しようとする者は、申請書に住民票の写しを添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の墓地の使用の許可をする場合は、許可証を交付するものとする。 

（使用面積及び使用料等） 

第第第第５５５５条条条条 墓地の１区画当たりの使用面積及び使用料は、次のとおりとする。 

名称 １区画当たりの使用面積 使用料 

日南市古奥第一霊園 ５平方メートル 45,000 円 

日南市古奥第二霊園 ５平方メートル 140,000 円 

日南市石河霊園 ５平方メートル 45,000 円 

日南市上城第一霊園 ５平方メートル 45,000 円 

日南市上城第二霊園 ５平方メートル 100,000 円 

日南市上城第三霊園 ５平方メートル 150,000 円 

日南市望洋台霊園 ５平方メートル 140,000 円 

   

 

２ 前条第２項の規定により墓地の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

使用料を前納しなければならない。 

３ 墓地の使用は、使用者１人につき１区画とする。 

 

 

 

 



（使用料の不還付等） 

第第第第６６６６条条条条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により使用せず

返還する場合は、次の各号に定める基準により当該使用料の一部を還付するものとする。 

(１) 墓地の許可の日から１年以内に返還する場合 100分の 80 

(２) 墓地の許可の日から１年を超え、３年以内に返還する場合 100分の 50 

２ 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする場合は、申請書を市長に提

出しなければならない。 

（使用権の売買等の禁止） 

第第第第７７７７条条条条 墓地の使用権は、これを売買、譲渡、転貸又は権利の設定をすることができない。 

（使用権の継承） 

第第第第８８８８条条条条 相続人又は親族であって、その祭事を継承した者は、継承届に許可証を添えて、

直ちに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の継承届を承認する場合は、承認書を交付するものとする。 

（代理人の選任） 

第第第第９９９９条条条条 使用者は、市外に住所を有することとなる場合には、本市に住所を有する代理人

を選任し、選任届に許可証及び代理人の住民票の写しを添えて、速やかに市長に提出しな

ければならない。 

（住所等の変更） 

第第第第 10101010条条条条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、変更届に許可証を添えて、速やかに

市長に提出しなければならない。前条に規定する代理人が住所又は氏名を変更したときも

同様とする。 

（墓碑等の基準） 

第第第第 11111111条条条条 墓碑等は、規則で定める基準により造営しなければならない。 

（墓碑等の造営の申請） 

第第第第 12121212条条条条 前条の墓碑等の造営をしようとする使用者は、当該造営の日前７日までに申請書

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の墓碑等の造営の承認をする場合は、承認書を交付するものとする。 

（墓碑等の造営の完了） 

第第第第 13131313条条条条 使用者は、墓碑等の造営が完了したときは、完了の日から７日以内に完了届を市

長に提出しなければならない。 

（使用の許可の取消し） 

第第第第 14141414条条条条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用の許可を取

り消すことができる。 

(１) 墓地の使用の許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。 

(２) 墓地の使用の許可を受けた日から３年を経過してもこれを使用しないとき。 

(３) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 



（墓地の返還） 

第第第第 15151515条条条条 使用者は、前条の規定により墓地の使用の許可を取り消されたとき、又は使用を

廃止したときは、返還届に許可証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。こ

の場合において、当該墓地は、原形に復して返還しなければならない。 

２ 使用者が前項後段の措置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者か

ら徴収する。 

（使用権の消滅） 

第第第第 16161616条条条条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用権は、消滅するもの

とする。 

(１) 使用者が死亡し、相続人又は親族であって、祭事を継承した者が当該使用者の死亡後

２年以内に墓地の継承届を市長に提出しないとき。 

(２) 使用者が住所不明となり 10 年を経過しても、相続人又は親族であって、祭事を継承

する者が継承届を市長に提出しないとき。 

２ 前項の規定により墓地の使用権が消滅したときは、市長は、改葬又は墓碑等の移転を

することができる。 

（行為の禁止） 

第第第第 17171717条条条条 墓地内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 墓碑、墓標、形象類、土留石、棚及び納骨堂以外のものを建造すること。 

(２) 隣接墓地の使用に障害を与える樹木を植栽すること。 

(３) 張り紙又は立札をし、広告等を表示すること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障を来すと認められる行為をするこ

と。 

（許可証の再交付） 

第第第第 18181818条条条条 墓地の使用の許可証を紛失、汚損又はき損した場合は、申請書を市長に提出して、

許可証の再交付を受けなければならない。 

（委任） 

第第第第 19191919条条条条 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 64年１月１日から施行する。ただし、第５条第１項の表に規定する

日南市古奥霊園、日南市石河霊園及び日南市上城霊園の使用料の額に関する規定は、昭和

64年４月１日から施行する。 

（日南市墓地条例の廃止） 

２ 日南市墓地条例（昭和 39年日南市条例第 28号。以下「旧条例」という。）は、廃止す

る。 

 



（経過措置） 

３ この条例の施行の日から昭和 64 年３月 31 日までの間は、旧条例第５条第１項の表に

規定する霊園の使用料の額については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際、現に墓地の使用の許可を受けている者は、この条例の規定によ

り墓地の使用の許可を受けたものとみなす。 

附 則（平成４年３月 11日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年９月 27日条例第 30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年３月 30日条例第 19号） 

この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日南市墓地条例施行規則     昭和 63年 12月 24日     日南市規則第 28号 

   

改正 
平成元年７月 17 日規則第 27 号 平成 12 年３月 30 日規則第５号 

  平成 15 年 12 月 24 日規則第 17 号   

 

（趣旨） 

第第第第１１１１条条条条 この規則は、日南市墓地条例（昭和 63 年日南市条例第 31 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。 

（墓地使用許可申請書） 

第第第第２２２２条条条条 条例第４条第１項の規定による申請書は、墓地使用許可申請書（様式第１号）と

する。 

（墓地使用許可証） 

第第第第３３３３条条条条 条例第４条第２項の規定による許可証は、墓地使用許可証（様式第２号）とする。 

（墓地使用料還付申請書） 

第第第第４４４４条条条条 条例第６条第２項の規定による申請書は、墓地使用料還付申請書（様式第３号）

とする。 

（墓地使用権継承届） 

第第第第５５５５条条条条 条例第８条第１項の規定による継承届は、墓地使用権継承届（様式第４号）とす

る。 

（墓地使用権継承承認書） 

第第第第６６６６条条条条 条例第８条第２項の規定による承認書は、墓地使用権継承承認書（様式第５号）

とする。 

（代理人選任届） 

第第第第７７７７条条条条 条例第９条第１項の規定による選任届は、代理人選任届（様式第６号）とする。 

（住所、氏名変更届） 

第第第第８８８８条条条条 条例第 10条の規定による変更届は、住所、氏名変更届（様式第７号）とする。 

（墓碑等の基準） 

第第第第９９９９条条条条 条例第 11条の規定による墓碑等の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 墓碑の高さは、路面から 2.3メートル以下とすること。ただし、日南市古奥第二霊園、

日南市上城第二霊園及び日南市望洋台霊園については、2.0メートル以下とすること。 

(２) 玉垣及び敷石の高さは、路面から 0.8メートル以下とすること。 

(３) 囲障の高さは、路面から 0.8メートル以下とすること。 

(４) 墓地の管理上、一家一基制寄せ墓とすること。 



(５) 区画内に植栽する樹木の高さは、路面から 1.0メートル以下とすること。 

（工事施工承認申請書） 

第第第第 10101010条条条条 条例第 12条の規定による申請書は、工事施工承認申請書（様式第８号）とする。 

（工事施工承認書） 

第第第第 11111111条条条条 条例第 12条の規定による承認書は、工事施工承認書（様式第９号）とする。 

（工事完了届） 

第第第第 12121212条条条条 条例第 13条の規定による完了届は、工事完了届（様式第 10号）とする。 

（墓地返還届） 

第第第第 13131313条条条条 条例第 15条の規定による返還届は、墓地返還届（様式第 11号）とする。 

（墓地使用許可証再交付申請書） 

第第第第 14141414条条条条 条例第 18条の規定による申請書は、墓地使用許可証再交付申請書（様式第 12号）

とする。 

（委任） 

第第第第 15151515条条条条 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 

１ この規則は、昭和 64年１月１日から施行する。 

２ 日南市墓地条例施行規則（昭和 41年日南市条例第 34号）は、廃止する。 

３ この規則の施行の際、現に実施されているものは、この規則の規定により実施された

ものとみなす。 

附 則（平成元年７月 17日規則第 27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年３月 30日規則第５号） 

この規則は、平成 12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 15年 12月 24日規則第 17号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


