真駒内滝野霊園 お申込みのしおり
このお申込みのしおりは、真駒内滝野霊園のご利用に際して、事前にご確認いただきたい事項を
記載したものです。内容を確認・承諾のうえ、ご利用ください。

特に重要なお知らせ
１ 墓所使用料

墓所使用料とは、お墓を建てる土地（墓所）を使用する権利料のことです。この権利は、使用権であり所有権で
はありませんので、土地や家などのように、権利を他人に売ったり、貸したりすることはできません。
※墓所使用料は一般的に、代が続く限りの永い期間という意味で永代使用料とも呼ばれています。

２ 管理料

管理料とは、霊園内の道路・墓参路・公園・街路樹などの維持管理ならびに清掃・環境の整備など、霊園管
理に要する費用であり、マンションでいう共益費です。各墓所内の清掃や除雪などについては墓所権利者およ
びその親族などに行っていただきますのでご留意ください。また、墓碑石が未建立の場合でも、墓所使用お申
込み時から管理料負担義務が発生します。管理料のお支払い方法は利用する管理料制度により異なります。

３ 真駒内滝野霊園 朋の会

当法人が行う真駒内滝野霊園の御霊の供養に関する事業活動などを通して、会員相互の交流を図る目的や霊園
を訪れる方々の憩いの場所として施設を提供し、安心してお参りしていただくことを目的として、墓所権利者
のみなさまには真駒内滝野霊園 朋の会会員として施設をご利用いただきます。

４ 墳墓の建立や施工

霊園の管理を適切に行うため、墳墓の建立や追加施工を行う場合は、当法人の霊園運営における主旨および
管理使用規定や工事施工規則などを理解し、遵守した石材店などへ依頼してください。

５ 納骨されるとき

焼骨を墓地に埋蔵するときは、墓地、埋葬等に関する法律および管理使用規定により、所定の手続きが必要です。
詳しくは１２頁をご確認ください。

６ 使用許可の取消

下記の各項に該当するときは、墓所の使用許可を取消します。
（１）使用者が管理料を５年分以上滞納したとき。
（２）規格墓所は満６ヵ月、セレクト墓所や一部の自由墓所
（My Family・移設改葬特区）
は満１年、自由墓所は満
３年を経過しても墓石建立がなされないとき。
（３）使用者が使用許可を受けた目的以外に使用したとき。
（４）使用者が使用場所を第三者へ譲渡または転貸したとき。
（５）霊園が承認していない墓石などを建立しているとき。
（６）その他霊園管理者が管理運営上支障があると判断したとき。

７ 用語の定義

このお申込みのしおりで掲げる用語の意味は次の各号によるものとします。
（１）
『 墓所』
とは、墳墓（お墓）を設けるために区画された土地の一区画をいいます。
（２）
『焼骨』
とは、火葬をして残った遺骨
（お骨）
をいいます。
（３）
『墳墓（お墓）』
）
とは、焼骨の埋蔵を目的とする墓碑（墓碑石または、その附属物を含む）をいいます。
（４）
『 墓地』
とは、墓所に墳墓（お墓）を建立した一区画をいいます。
（５）
『 供養墓』とは、埋蔵する焼骨の祭祀主宰者を霊園管理者に指定する制度付きのお墓をいいます。
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真駒内滝野霊園 お申込みの流れ
◆はじめに
真駒内滝野霊園の経営主体は公益社団法人ふる里公苑です。
墓所のお申込みを希望する場合は、現地をご覧いただき、この「お申込みのしおり」をよくお読みになったうえ
でご検討ください。

①霊園ご見学・お申込み

現地をご覧いただき、希望する区画がありましたら、
『真駒内滝野霊園 管理使用規定』
の内容を確認・承諾のうえ、
墓所使用をお申込みください。
【墓所使用お申込み必要書類など】
○申込者の本籍入り住民票〔個人番号（マイナンバー）の記載がないもの〕
○実印・銀行印・認印（ご利用する管理料制度により異なります）

※供養墓（夫婦・親族利用）の場合は埋蔵予定者の続柄がわかる世帯票や戸籍謄本類を提出してください。
※有期限制度をご利用する場合は印鑑登録証明書と実印をご用意ください。
※ご提出いただく住民票・戸籍謄本類・印鑑登録証明書は３ヵ月以内発行のものに限ります。

②管理料制度
真駒内滝野霊園では、厚生労働省が通知している『墓地経営・管理の指針等について』に沿って、墓所使用期限
を明確化し、各種の管理料制度（管理料一括制度・有期限制度・1年毎の支払い・前納管理料制度）を導入して
おります。墓所によっては選択できない制度もありますので詳しくはお問合せください。
※ 供養墓・さくらガーデン・桜の杜Ⅱ型は1年毎の管理料支払いを選択できません。
●管理料制度（1年毎の管理料支払いを選択した場合）※1ヵ年分を毎年先払い納付してください。
例）申込日：２０２２年７月１０日の場合、２０２２年７月〜２０２３年６月までを先払い納付してください。

１
２
３

管理料口座振替の手続き（推奨）
○指定金融機関名・支店名・口座番号（ゆうちょ銀行の場合は通帳番号）
○金融機関お届け印（銀行印）
銀行振込み ※振込手数料はお客様がご負担してください。
礼拝堂・管理事務所窓口でお支払い

③墓石建立工事

霊園の管理を適切に行うため、墳墓の建立や追加施工を行う場合は、当法人の霊園運営における主旨および管理
使用規定や工事施工規則などを理解し、遵守した石材店などへ依頼してください。
その場合、別途定める必要書類をそえて届け出を行ってください。
※墓石工事は墓所使用料の全額入金確認後、施工を許可します。

④お支払い
墓所使用料は、お申込みの日から原則７日以内に銀行振込みでお支払いください。墓所使用申込書が当霊園に提
出されてから、３０日以内に使用料が入金されない場合は、お申込みを取消すことがあります。
また、協力石材店と契約した墓石契約金・残金や追加施工費用は、公益社団法人ふる里公苑が収納代行いたし
ます。墓石工事は墓所使用料の全額入金確認後、施工を許可します。お振込みの際は、真駒内滝野霊園の専用振
込依頼書でお支払いください。振込手数料はお客様がご負担してください。なお、金融機関で発行されるお客様控
が領収書の代わりとなりますので、大切に保管してください。また、分割払いが可能な墓園ローンも取扱っており
ますので、詳しくは協力石材店へお問合せください。

⑤墓所使用許可証の交付

墓所使用許可証とは、真駒内滝野霊園が交付する『お墓の権利証』です。墓所使用料などを全額納付された時点
で交付します（書類に不備があると交付することができません）。
交付を受けた方は墓所使用許可証に定められた墓所を使用することができます。
※供養墓(ふる里霊廟・頭大仏御廟を含む)の場合は、使用料を全額納付後に 供養墓 使用証明証 を交付します。
※ 墓所使用許可証 や 供養墓 使用証明証 は交付条件が揃い次第、３０日以内に権利者へ簡易書留で発送します。

◆申込み・契約の撤回（クーリングオフ制度）

申込みや契約を取り交わしたその日を含めて８日以内であれば、書面により申込みや契約の撤回、または申込みや契約の解除を
行うことができます。この場合、お支払いいただいた金額を返金します。クーリングオフに関しては、３頁をご参照ください。
●協力石材店とは・・・
協力石材店とは、真駒内滝野霊園が定める規定・規則を遵守し、代理店として墓所の販売または施
工店として墓石の建立を委託された石材店です。協力石材店は墓所使用者の要望に応じて、追加施
工・補修・納骨などの顧客サービスを霊園と協力のうえ、
提供します。
（株）札幌オークラ・（株）星野石材工業・（有）山本博昭石材店・（株）帝北石材・滝の石材設計（株）
（株）昭光石材店・（株）小林石材・山崎石材工業（株）
−２−

クーリングオフのお知らせ
※この書面は重要なものですので、内容を十分にお読みください。
１． お客様が、訪問販売でお申込み（契約）された場合、本書面を受領された日から８日以内であれば、書面（下図参照）により
無条件で申込みの撤回（契約が成立したときは契約の解除）を行うこと（以下、クーリングオフといいます）ができ、その効
力は書面を発信したとき（郵便消印日付など）から発生します。ただし、現金取引（契約したその場で商品の引渡しを受け、ある
いは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと）で、その金額が３,０００円未満のときは、クーリングオフはできません。
２．この場合お客様は、
①損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに引渡された商品の引取りに要する費用や権利の返還に要する費用は担当石材店や真駒内滝野霊園が負担
します。
③すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④商品を使用もしくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。
また、役務の提供を受けまたは施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。
⑤役務の提供に伴い、墓所または墓石の現状が変更された場合でも、無償で元の状態に復元いたします。
申込み︵契約︶日

●担当石材店名

20○○年○月○日

●墓所区画名

●商品名・役務の種類

右記日付の申込みは撤回し︑

または契約は解除します︒

札幌市南区滝野２番地

●ご住所

●お申込者名

右記のようにハガキなどに必要事項をご記入のうえ、
真駒内滝野霊園宛に発送してください。

真駒内滝野霊園

郵便はがき
●電話番号

３．上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実の告知を
告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑
してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング
オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明
を受けた日から８日を経過するまでは書面によりクーリングオフ
することができます。

真駒内滝野霊園 個人情報の取扱い
●個人情報の取得

当法人では、個人情報を取得する際には、その利用目的を明示し、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって取得いたします。また、当法人
では、お客様に折り返しご連絡させていただく場合のために、ナンバーディスプレイを採用しておりますので、あらかじめご了承ください。
なお、以下のお申込みなどの際、ご本人確認のために、お客様の個人情報を取得し利用します。
・墓所使用申込み、墓石建立、追加施工、補修工事、収納代行、管理業務、納骨や名義変更、住所変更などの諸手続き
・法要施設などの利用お申込み
・当法人が提供する墓地清掃、お参り代行などの諸附帯サービスのお申込み
・お受けした諸附帯サービス事業における統計および分析のため
・諸附帯サービスなどの費用のご請求
・お客様への各種通知や墓所使用許可証（供養墓 使用証明証）、会報の発送
・諸手続きのお知らせ、アンケート調査の依頼、新しいお客様サービスの開発および運用

●取得した個人情報の利用および提供

お客様などから個人情報をご提供いただく際に明示した収集目的の範囲を超えて、当該個人情報を利用することはありません。また、当該個
人情報を｢ご本人の同意がある場合｣または｢法令などで要求された場合｣を除き、第三者に開示・提供することはありません。ただし、正当
な収集目的の範囲内において機密保持契約を締結した業務委託先に、当該個人情報を預託し共同利用する場合があります。この場合は、当
該委託先による個人情報の取扱いについて厳正に監督・管理いたします。

●個人情報の共同利用

当法人が取得した個人情報を、以下の目的に限り共同利用します。また、当法人が協力石材店より情報の提供を受けることもあります。これ
らの情報の中には、お客様の個人情報が含まれている場合があります。
・共同利用する個人データ
墓所権利者や申込者、親族や関係者の住所・氏名・電話番号・メールアドレスなど個人に連絡するための情報、お客様番号や墓所番号、
故人の戒名など、宗旨・宗派
・共同利用者
個人情報の共同利用者である、協力石材店・提携石材店・工事施工店・諸附帯サービス業務委託先などについては、真駒内滝野霊園ホー
ムページにて公開を行っております。
・共同利用目的
墓所使用申込み・墓石建立・追加施工・補修工事・納骨や法要の対応・管理料引き落とし・会報の送付や墓地清掃・お参り代行などの諸
附帯サービスの提供・見学予約・資料請求・相談会

●個人情報の保護と管理

当法人は、お客様などからご提供いただいた個人情報について、不正アクセス・紛失・破壊・漏洩・改ざんなどを防止するために、個人情報
管理責任者を置き、厳重な安全対策を講じます。
また、個人情報を取扱う職員に対し、個人情報保護のための研修・教育を定期的に実施するなどの啓発活動に努めてまいります。

●個人情報に関するお問合せなど

お客様は、当法人が保有するお客様ご本人の個人情報について、当法人所定の手続きにより開示をご請求することができます。お客様ご本人
の個人情報の開示を希望される場合は、下記当法人｢お客様相談窓口｣までお問合せください。開示に必要な手続きについてご案内いたします。
その他、お客様ご本人の個人情報の訂正・利用停止・削除をお求めになりたい場合など、個人情報に関するお問合せやご相談につきまして
も、下記「お客様相談窓口」で承ります。いずれの場合におきましても、当法人は個人情報保護法の趣旨にのっとり、適切に対応いたします。
お客様からの個人情報の取扱いに関するご相談窓口
真駒内滝野霊園 札幌市南区滝野２番地
TEL ０１１−５９２−１２２３（受付時間／9：00〜１6：00）

−３−

真駒内滝野霊園 管理使用規定
（管理使用規定の目的）
本規定は、公益社団法人ふる里公苑（以下、法人といいます）が経営する真駒内滝野霊園（以下、霊園といいます）の使用および
第１条
管理に関し必要な事項を定め、その使用および管理が適切に行われることを目的とした約款です。墓所権利者や当霊園を使用
する方（以下、使用者といいます）は本規定を遵守してください。
（墓所使用目的）
第２条
当霊園では、焼骨を埋蔵するための墳墓（墓碑石または、その附属物を含む）を施工する目的以外に墓所を使用すること
ができません。したがって当法人が承認した墓石など（仏像・墓誌・灯籠などを含む）以外は一切使用を禁じます。
（使用資格）
第３条 １．当霊園は、国籍・宗教などを問わずどなたでも使用することができます。
２．反社会的勢力（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定された、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれ
に準ずる者またはその構成員など）である場合、当霊園の申込みを受付しません。なお、申込者が反社会的勢力に自己の名義を
使用させて申込みした場合や、当霊園が管理上支障があるものと判断した場合も同様とします。
（墓所の種類）
第４条 １．当霊園には、次の区画を設けます。
（１）規格墓所および供養墓（個人・夫婦・親族利用）
当霊園が墳墓の形、寸法、石種などについて一定の規格を定めた建立条件付きの区画です。その他本規定に定めのない事項は『供養墓
（個人・夫婦・親族利用）管理使用規定』の定めにしたがい使用してください。
（２）自由墓所およびセレクト墓所
自由墓所とは墓所内に各種墓石などを自由に設置できる区画です（第１２条の制限遵守）。セレクト墓所とは墳墓の形、寸法、石種など
について複数の選択肢から選ぶ、建立条件付きの区画です。
（３）樹木葬およびガーデン墓所
当霊園が（１）〜（２）の区画内に花木を植栽し、当霊園が樹木葬やガーデン葬と定義した区画です。その他本規定に定めのない事項は
『樹木葬・ガーデン墓所 管理使用規定』の定めにしたがい使用してください。
（４）ペットと共に眠るお墓
当霊園が『ペットとご家族が共に眠るお墓』として使用を許可する専用区画です。
その他本規定に定めのない事項は『ペットと共に眠るお墓 管理使用規定』の定めにしたがい使用してください。
２．いずれの墓所も１墓所１名の使用名義人に墓所使用権を付与し、墓所使用許可証を交付する区画です（供養墓を除く）。
３．規格墓所は墓所使用申込みから、6ヵ月以内に墓石を建立してください。セレクト墓所や一部の自由墓所（My Family・移設改葬特区）は墓
所使用申込みから１年以内、自由墓所は墓所使用申込みから、３年以内に墓石を建立してください。
その他の墓所の建立などに関する規定は、別途定める工事施工規則や工事施工ガイドラインにしたがうこととします。
４．霊園の管理を適切に行うため、墳墓の建立や追加施工、役務の提供を受ける場合は、当法人の霊園運営における主旨および管理使用規定や
工事施工規則などを理解し、遵守した石材店などへ依頼してください。その場合、別途定める必要書類をそえて届け出を行ってください。
（墓所使用許可証の交付）
第５条 １．当霊園を使用する方は、所定の使用申込書に本籍入り住民票〔個人番号（マイナンバー）の記載がないもの〕をそえ、別途定める管理料、墓
所使用料、登録手続料などを納付し、墓所使用許可証（以下、証書といいます）の交付を受けてください。
２．証書は当法人に所定の料金を全額納付された時点で申込者へ交付します。証書の交付を受けた方は使用者として証書に定めら
れた墓所を使用することができます。
３．証書を紛失・汚損した場合は、別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、真駒内滝野霊園管理者（以下、霊園管理
者といいます）より再交付を受けることができます。
４．使用者の改姓などにより証書の記載内容を変更する場合は、別途定める必要書類をそえて届け出を行い、記載内容の訂正を受
けることができます。
５．旧字体（外字）の文字は類似した文字またはカタカナで登録します。
（墓所使用料）
墓所使用料とは、墓所の使用権を保証する料金です。
第６条
（管理料）
第７条
１．管理料とは、霊園内の道路・墓参路・公園・街路樹などの維持管理ならびに清掃・環境の整備など、霊園の管理に要する共益
費用です。管理料は、当法人の請求により、お申込み時から先払い納付してください。
２．1㎡以上の区画に際し、1㎡未満は1㎡とみなし、管理料を請求いたします。
３．管理料を滞納した場合は、親族にその情報を開示し、親族からの申し出によりお支払いいただく場合があります。
（管理料の変更）
第８条
物価変動・経済状況などの影響により管理料が著しく不均衡となった場合は、管理料金額を変更することがあります。

（管理料に関わる特例制度）
第９条 １．管理料一括制度
管理料を一括で納付する制度です。所定の手続きが完了次第、以後の管理料は発生しません。
２．前納管理料制度
管理料を数年分、先払い納付する制度です。期間終了後は、改めて納付いただく必要があります。
３．有期限制度
墓所権利者などの申し出により、指定の期間終了後は霊園が永代供養墓へ改葬し、祭祀を行う制度です。
４．管理預託金制度
現使用名義人に墓所の承継者がいないなどの理由により、特例として管理料を一括で納付する制度です（2014年3月末日を
もって新規の受付を終了）。管理預託金制度利用の方は、墓所権利者以外の埋蔵および承継手続きはできません。ただし、
管理料一括制度への切替を承諾した場合はこの限りではありません。
５．永代管理料制度
毎年の管理料納付が困難な方が、特例として管理料を一括で納付する制度です（1992年3月末日をもって新規の受付を終了）。
（墓所使用料・管理料の返還）
第10条 １．既納の墓所使用料または永代使用料・登録手続料・管理料・供養料・各管理料制度利用料などは理由にかかわらず返還いたし
ません。ただし、クーリングオフ期間内ならびに前納管理料制度 期間終了前の解約はこの限りではありません。
２．本規定第１５条１項２号で定める期間内に、未建立および未使用のまま、墓所使用権を返上する場合、特例処置として、本規
定第１７条１項の手続きが完了次第、完納済の墓所使用料（永代使用料）の６割に相当する額を返還します。
３．管理預託金制度利用者が墓所使用権を返上する場合、所定の手続きが完了次第、双方合意のうえ管理預託金については使用年
数分の管理料を差し引いた残額を返還します（管理預託金に利息は付きません）。
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（使用許可墓所内の清掃）
第11条 １．使用許可墓所内（以下、 区画内といいます）の清掃および除雪など、区画内の管理は原則として使用者が行ってください。
２．墓参後に供物や飲物を放置すると、野生動物によりお墓が汚れる原因になるため、墓参者が処理してください。処理されてい
ない場合は霊園管理者が処理します。なお、供花・線香・ローソクなどは霊園管理者が適時処理します。ただし、お盆期間・
お彼岸期間・冬期間は処理しません。
３．墓所内の冬囲いは、周りの墓所に迷惑が掛からない範囲で行ってください。
（規格墓所・自由墓所内の建立などの制限）
第12条 １．墓所権利者以外、原則は墳墓の建立や追加施工の申請ができません。
２．規格墓所内では、当霊園が定めた墳墓の形、寸法、石種、植栽以外を設けることはできません。
３．自由墓所内では、次の基準にしたがってください。ただし、別途定める樹木葬・ガーデン墓所はこの限りではありません。
（１）３㎡以上の墓所内に建立する墓碑の高さは、地盤面（以下、GLといいます）から３ｍ以内とします。ただし、１６㎡以上
の墓所にＧＬから３ｍ以上の墓碑を希望する場合、景観および周りの墓所に迷惑が掛からない範囲であれば、
霊園管理者が
許可する場合もあります。
（２）植樹の高さはG L から １.５m以内とします。したがって将来著しく伸長のある樹木の植樹は認められません。
（３）区画を明らかにするための囲障は、高さ０.６ｍ以内とします（生垣は禁じます）。
（４）他所から墓石などを移設する場合は、詳細図面や写真をそえ、事前に霊園管理者の承認を受けてください。
（５）上記または規定外に他人に迷惑をおよぼす墳墓などを設置した場合は、当霊園が撤去処分することができるものとしま
す。なお、これに要した費用は使用者の負担とします。
４．使用許可墓所内で墓石建立、追加施工、補修工事などを行う際は、当霊園が定めた工事施工規則や工事施工ガイドラインの定
めにしたがい、工事施工前に霊園管理者へ別途定める必要書類を届け出て承認を受けてください。
（死体埋葬の禁止および焼骨の埋蔵）
第13条
公衆衛生上、本墓所には死体を埋葬することはできません。したがって、本墓所の埋蔵は許可を受けた焼骨のみとします。
（埋蔵者の制限）
第14条 １．墓所権利者の親族以外の焼骨を埋蔵することはできません。ただし、霊園管理者と協議し承認を受けたときはこの限りではありません。
２．ペットの焼骨は、ペットと共に埋蔵可能な専用区画とペット合葬墓のみ埋蔵できます。
（使用許可の取消）
第15条 １．下記の各項に該当するときは、墓所の使用許可を取消します。
（１）使用者が管理料を５年分以上滞納したとき。
（２）規格墓所は満６ヵ月、セレクト墓所や一部の自由墓所（My Family・移設改葬特区）は満１年、自由墓所は満３年を経過して
も墓石建立がなされないとき。
（３）使用者が使用許可を受けた目的以外に使用したとき。
（４）使用者が使用場所を第三者へ譲渡または転貸したとき。
（５）霊園が承認していない墓石などを建立しているとき。
（６）その他霊園管理者が管理運営上支障があると判断したとき。
２．前項の各号により、当霊園の使用許可を取消したとき、当法人は焼骨を当霊園内の任意に定める場所に改葬し、墓石などを他
に撤去処分することができます。焼骨は当法人において祭祀いたします。なお、これに要した費用は使用者の負担とします｡
３．第１項の各号により、当霊園の使用許可を取消したとき、第１０条１項の通り、使用料などは返還いたしません。
４．当法人は第１項の各号により、使用許可を取消した墓所を、新たに第三者へ墓所使用を承諾することができるものとします。
（使用者の承継手続）
第16条 １．墓所権利者が死亡したときは、別途定める手続料と必要書類をそえ、霊園管理者の承認を受けて相続人が墓所使用権を承継し
てください。ただし、承継者および祭祀承継者がいないなどの理由で霊園管理者が管理預託金制度を承認済の場合や供養墓・
有期限制度を申込みの場合はこの限りではありません。
２．墓所使用権を承継する場合は、事前に相続人全員の合意を得てください。ただし、遺言書に祭祀承継者を指定する内容の記載
がある場合はこの限りではありません。
（墓所使用権の返上手続）
第17条 １．使用墓所が不要となったときは、墓所権利者はその旨、書面をもって別途定める手続料と墓所使用許可証・印鑑登録証明書を
そえて霊園管理者に届け出のうえ、墓所使用権の返上手続きをしてください。
２．この場合、墓所権利者の責任において焼骨の改葬および墓所を原形に復してください。万一、墓所権利者が墓所を原形に復さ
ないときは当法人が墓所権利者などに通知して、これを当霊園内の任意に定める場所に改葬し、墓石などを他に撤去処分する
ことができます。なお、これに要した費用は使用者の負担とします。
（焼骨の埋蔵および改葬手続）
第18条 １．墓所権利者が、焼骨を埋蔵するとき、または埋蔵した焼骨を改葬するときは、 真駒内滝野霊園 事務手続要領 に定められて
いる手続きを経て行ってください。
２．墓所権利者以外は埋蔵・改葬・分骨の申請はできません。ただし、霊園管理者が承認した場合はこの限りではありません。
（個人情報の取扱い）
第19条
当法人がお客様より取得した個人情報は、別途定める 個人情報の取扱い の通り厳重に管理し、目的以外の利用はいたしません。
（不可抗力などによる事故の責任）
第20条 １．地震・風水害・落雷などの自然災害による不可抗力や第三者による行為により生じた墓所、墓石などの損害ならびに、これら
に随伴して生じた損害（人身傷害を含む）に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
２．盗難・交通事故など、第三者による加害行為により生じた損害について、当霊園は一切の責任を負いません。
（法人などの使用）
第21条
法人団体などが当霊園の墓所や施設などを使用する場合は、霊園管理者の承認を受けたうえでお申込みしてください。
（その他）
第22条
区画内における祭祀および霊園内の通行については、霊園管理者の指示にしたがってください。
（真駒内滝野霊園 朋の会）
第23条 １．当法人が行う、真駒内滝野霊園の御霊の供養に関する事業活動などを通して、会員相互の交流を図る目的や霊園を訪れる方々の憩いの
場所として施設を提供し、安心してお参りしていただくことを目的として、真駒内滝野霊園 朋の会（以下、朋の会といいます）を置きます。
２．朋の会会員資格は、墓所権利者一名に対してのみ付与します。
３．朋の会会員資格については別途定めるところにしたがってください。
（規定に定められていない事項および規定の改正）
第24条 １．前各条に定めのない事項については、関係法令（または確立された一般慣習）の定めにしたがい、その都度、当法人が定めるものとします。
２．墓地、埋葬等に関する法律など、現行法規が改正された場合、および本規定に変更の必要がある事項が生じた場合は、当法人
において本規定を変更することができます。
付則
この規定は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。
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供養墓（個人・夫婦・親族利用）管理使用規定
（供養墓 管理使用規定）
本規定は個人・夫婦・親族で利用する供養墓（以下、供養墓といいます）使用者に適用します。供養墓に関する事項以外は『真駒内滝野霊園 管理使用規定』を遵守し、
第１条
使用してください。
（使用目的）
第２条
供養墓は、許可を受けた焼骨を埋蔵するために供するもので、目的以外の使用はできません。
（供養墓の申込みから完成まで）
所定のお申込み手続きが完了次第、すみやかに施工します。その他、定めのない事項は『真駒内滝野霊園 管理使用規定』に定める規格墓所に準じます。
第３条
（供養墓 使用証明証の交付）
第４条 １．供養墓を使用する方は、所定の使用申込書に申込者の本籍入り住民票〔個人番号（マイナンバー）の記載がないもの〕や夫婦、親族利用などは埋蔵予定者の続柄がわか
る世帯票や戸籍謄本類をそえ、供養墓使用料や登録手続料などを納付し、『供養墓 使用証明証（以下、証書といいます）』の交付を受けてください。
２．証書は当法人に所定の料金が全額納付された時点で申込者へ交付します。証書の交付を受けた方は使用者として証書に定められた墓所を使用することができます。
３．証書を紛失・汚損した場合は、別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、真駒内滝野霊園管理者（以下、霊園管理者といいます）より再交付を受けること
ができます。
４．使用者の改姓などにより証書の記載内容を変更する場合は、別途定める必要書類をそえて届け出を行い、記載内容の訂正を受けることができます。
５．旧字体(外字)の文字は類似した文字またはカタカナで登録します。
（供養墓使用料）
第５条 １．供養墓使用料は、許可を受けた焼骨を供養墓に埋蔵するために使用する権利と、霊園が維持管理・供養をするために要する料金です。
２．供養墓の使用者としての権利は、民法８９６条但書により一身専属的であるため、相続、譲渡、転貸などすることはできません。
（祭祀承継）
供養墓に埋蔵される焼骨の祭祀主宰者を霊園管理者とすることに同意していただきます。
第６条
（埋蔵者の制限）
所定の使用申込書に定めた、埋蔵予定者以外を埋蔵することはできません。ただし、別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、霊園管理者が埋蔵予定者
第７条
の変更を承認した場合はこの限りではありません。
（合同供養の行為）
お彼岸およびお盆には、霊園管理者が祭祀主宰者となり、霊園管理者が定めた合同祭壇で供養を行います。
第８条
（月参り供養の行為）
第９条
適宜、合同祭壇に供花・供物・ローソク・線香をお供えいたします。また、霊園管理者が祭祀主宰者となり、霊園管理者が定めた祭壇で月参り供養を行います。
（維持管理など）
第10条 １．墓所内および維持管理・霊園内の清掃・環境の整備などは霊園管理者が行います（ただし、区画内の除雪は行いません）。
２．お申込み時に定めた期間、墓所内の清掃（墓石の水洗い、ゴミ拾いなど）や供養を行います。
（追加施工）
第11条
供養墓の追加施工などは祭祀主宰者である真駒内滝野霊園へ依頼してください。なお、追加施工や事務手続料などの費用は使用者の負担となります。
この規定は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。
付則

ペットと共に眠るお墓 管理使用規定

（ペットと共に眠るお墓 管理使用規定）
第１条
本規定は真駒内滝野霊園のペットと共に埋蔵可能な専用区画『With Family・One Family・My Family（以下、ペットと共に眠るお墓といいます）』使用者に適用し
ます。ペットと共に眠るお墓に関する事項以外は 真駒内滝野霊園 管理使用規定』を遵守し、使用してください。One Familyに関しては 供養墓 管理使用規定 も
あわせてご確認ください。
なお、ペットと共に眠るお墓の使用に関して親族間などで紛争が生じた場合、当霊園は一切関与せず、また責任を負いません。
（使用目的）
この区画は、ペットとご家族が共に眠るために供するもので、目的以外の使用はできません。
第２条
（ペットの対象）
この区画のペットとは、墓所権利者および親族が飼っている犬・猫・鳥・ハムスター・うさぎなどの愛玩動物を対象としております。その他の小動物については霊
第３条
園管理者と協議してください。
（ペットの火葬）
第４条
当霊園に火葬施設はありません。火葬場および火葬業者で焼骨にされたのち、当霊園が定める所定の手続きにしたがって埋蔵してください。
（ペットの埋蔵および改葬）
第５条 １．ペットを納骨する場合は、事前に届け出が必要です。別途定める手続料と必要書類をそえて手続きを行ってください。
２．将来的に引越しなどの諸事情で、他の霊園や納骨堂などへ改葬する場合、改葬先によってはペットと一緒にしたお骨を受け入れていただけない可能性があります。
With Family』ではペットのお骨と分けて納骨できるよう、区画に応じ施工することができます。建立後の追加、変更はできない場合がございますので事前にお
申し出ください。
３．区画内のペット専用と定義したカロートは、ペットのお骨のみを埋蔵してください。
（墓参方法）
第６条
現在飼っているペットと一緒にお参りする際はリードなどでつなぎ、フンの処理などマナーを守り、他のお客様へ迷惑が掛からないよう配慮してください。
付則
この規定は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。

樹木葬・ガーデン墓所 管理使用規定

（樹木葬・ガーデン墓所 管理使用規定）
第１条
本規定は真駒内滝野霊園の『ラベンダーガーデン（つどい含む）・つどいⅡ・ローズガーデン・どんぐりの杜・桜の杜・さくらガーデン・天空のガーデン・八重の園（以下、ガーデン
墓所といいます）』使用者に適用します。
ガーデン墓所に関する事項以外は 真駒内滝野霊園 管理使用規定 を遵守し、使用してください。
（ガーデン墓所の種類）
第２条
ラベンダーガーデン墓所は、第６条で定める期間、当霊園が区画花壇および外周花壇の環境維持を行う墓所です。
その他のガーデン墓所は、第６条で定める期間、当霊園が植栽管理する花や樹木の環境維持を行う墓所です。
（建立などの制限）
第３条 １．ガーデン墓所にはカロートを設け墓碑を建立してください。
２．その他の建立などに関する規定は、別途定める工事施工規則や工事施工ガイドラインにしたがうこととします。
（墓所内の植栽）
第４条 １．ラベンダーガーデン墓所内の植栽の高さはGLから０.６ｍ以内とします。天空のガーデン墓所内の植栽の高さはGLから１.５m以内とします。
したがって将来著しく伸長のある樹木の植栽は認められません。
２．霊園管理者が、区画内の植栽が放置されるなどの理由で景観を害すると判断した場合、または植栽が１項の規定以上になった場合は、原形に復することを求めたう
えで、撤去処分することができます。また、それに要する費用は使用者の負担とします。
３．青果物などは、動物や昆虫により荒らされ、他のお墓が汚れる可能性があるため植栽を禁じます。
４．その他の植栽に関する規定は、別途定める工事施工規則や工事施工ガイドラインにしたがうこととします。
（環境維持費）
ガーデン墓所の環境維持のため、区画に応じて管理料（真駒内滝野霊園 管理使用規定第７条）や墓所使用料に環境維持費が含まれます。物価変動・経済状況などの
第５条
影響により不均衡となった場合は、環境維持費を変更することがあります。
（区画花壇および外周花壇の管理）
第６条 １．ガーデン墓所の当霊園が植栽管理する花や樹木の維持管理は適時霊園が行います。
２．１項の環境維持を行う際に、使用者の墓所内に立ち入る場合があります。
３．ガーデン墓所の当霊園が植栽管理する花や樹木の管理期間は毎年５月１日から９月３０日までとします。ただし、気象状況により管理期間が変更となる場合があり
ます。
（損害の責任）
第７条
墓石へ無理な力・衝撃・荷重を加えたことによる破損や樹木の倒壊・接触により随伴して生じた損害（人身傷害を含む）に対しては、当霊園の故意または過失がある
場合を除き、当霊園は一切の責任を負いません。
（区画花壇および外周花壇）
第８条 １．ガーデン墓所の当霊園が植栽管理する花や樹木については、当霊園が環境維持を行うため、使用者が植栽や管理を行うことはできません。
２．ガーデン墓所の当霊園が植栽管理する花や樹木については、色・品種・数などの指定はできません。
付則
この規定は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。

−６−

管理料一括制度・有期限制度ご利用の注意点
【切替手続きの流れ】
① 管理料のお支払い状況により、お申込み方法が異なります。現在の管理料制度は墓所使用許可証でご確認ください。ご不明な場合は、管理事務所までご連絡くださ
い。
② 管理料一括制度・有期限制度 使用規定や管理料制度のご案内（パンフレット）の内容をご覧いただき、ご要望に適しているかご確認ください。
③ 管理料一括制度・有期限制度 使用規定に同意のうえ、管理料制度等申込書に必要事項を記入し、お申込みください。
④ 申込書の内容に応じ、請求書を兼ねた申込内容確認書を発行します。ご利用料金は原則７日以内に銀行振込みでお支払いください。
※新規に墓所使用をお申込みする方へは申込内容確認書を発行しません。
⑤ 手続き完了後、30日以内に 墓所使用許可証（申込受理内容を明記したもの） を発送します。
墓所使用許可証は発送まで真駒内滝野霊園でお預かりいたしますので、あらかじめご了承ください。
【切替手続きに必要な書類など】
管理料一括制度・有期限制度をご利用するためには、別途定める手続料と下記の手続きが必要です。
必要書類など ：墓所使用許可証（供養墓 使用証明証）・管理料制度等申込書・印鑑登録証明書・実印
● 毎年管理料をお支払いのお客様
口座振替ご利用の方が切替えする際、引落しの停止手続きが間に合わない場合があります。その場合は、管理料制度利用料金から引落し分を差引きし、請求します。
※毎年管理料から有期限制度へ切替えのお客様は、管理料の請求月にかかわらず、契約が成立した月から有期限の期間が開始となりますので、あらかじめご了承く
ださい
● 前納管理料制度・永年供養をご利用のお客様
解約手続きを行い、管理料制度利用料金から残りの期間分を差引きし、請求します。
● 永代管理料制度をご利用のお客様（有期限制度に切替えする場合）
解約手続きを行い、指定期間をご選択ください。有期限制度利用料金を請求します。
● 管理預託金制度をご利用のお客様
承継手続きを申請する場合は、管理料一括制度への切替えにご承諾ください。
● 管理預託金制度をご利用のお客様（有期限制度に切替えする場合）
解約手続きを行い、有期限制度への切替えにご承諾のうえ、指定期間をご選択ください。管理預託金から利用年数分を差引きした差額分を充当し、有期限制度利用
料金を請求します。

管理料一括制度・有期限制度 使用規定
（適用範囲）
本規定は管理料一括制度や有期限制度の利用者に適用します。管理料一括制度や有期限制度に関する事項以外は『真駒内滝野霊園 管理使用規定』を遵守し、
第１条
使用してください。
（制度の目的）
管理料一括制度とは、真駒内滝野霊園（以下、霊園といいます）の墓所権利者が、永代にお墓を存続させることを目的に共益費である管理料を一括で納
第２条
付する制度です。
有期限制度とは、承継者不在などの理由により、将来に不安を感じている墓所権利者の安心に資するため、有期限の期間が終了したのちは永代供養墓
へ合葬し、霊園管理者が墓所権利者に代わって祭祀を行う制度です。
（承諾内容）
管理料一括制度や有期限制度の適用を申込みする方（以下、申込者といいます）は、申込み時に該当する以下の条件を承諾のうえ、墓所使用許可証・管理
第３条
料制度等申込書・印鑑登録証明書をそえ、所定の費用を納付してください。新規に墓所使用をお申込みする場合は、この限りではありません。
１．申込手続きは墓所権利者に限ります。ただし、霊園管理者が承認した場合はこの限りではありません。
２．管理料は、霊園内の道路・墓参路・公園・街路樹などの維持管理ならびに清掃・環境の整備など、霊園管理に要する費用であり、マンションでいう共
益費です。各墓所内の清掃や除雪などについては墓所権利者およびその親族などが行ってください。
３．名義変更により新権利者が該当墓所を承継した場合、管理料制度の効力も同時に承継されます。
４．地震・風水害・落雷などの自然災害による不可抗力や第三者による行為により生じた墓所、墓石などの損害ならびに、これらに随伴して生じた損害（人身
傷害を含む）
に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
【管理料一括制度を申込する方のみ】
５．納付された管理料一括料金は基金とし、公益社団法人ふる里公苑（以下、法人といいます）が社会に貢献する目的をもって、国債や地方債などにて安定
的な運用を行うとともに、公益目的財産の取得および維持管理費用とします。金利動向などによる理由で管理料を追加徴収することはありません。
６．永代にお墓を存続させることを最優先に霊園管理者は対応いたしますが、将来的に該当の墳墓が、自然災害や経年劣化などにより、倒壊する恐れや景
観上の問題が生じ、かつ該当の墳墓に祭祀を承継する者がいない場合は、やむを得ない措置として霊園管理者が代わって祭祀を承継し、霊園管理者が
定めた合葬墓へ改葬し永代に供養いたします。
【有期限制度を申込みする方のみ】
７．墓所の使用契約は、申込者が選択した有期限の期間で終了しますが、墓所権利者などからの申し出により、必要書類をそえて期限延長料と切替手続料
を追加で納めることで、有期限の期間を延長することができます。ただし、最長で50年を超えるお申込みは承ることができません。
８．有期限の期間が終了したその日から、該当区画に埋蔵された焼骨の祭祀主宰者は霊園管理者となります。また、墓石その他附属物一切の所有権は霊園
に帰属します。
９．霊園管理者が祭祀主宰者となり、該当区画の墓前で供養を行ったのちに墓石を撤去し、該当区画の焼骨を霊園管理者が定めた永代供養墓へ合葬しま
す。永代供養墓では、適宜にお参りを行い、永代にわたる供養を実施します。
10．永代供養墓へ合葬された焼骨は理由にかかわらず返還・分骨・改葬などは一切できません。
（墓所による制限）
第 4 条 １．ペットと共に眠るお墓は有期限制度への申込みをすることができません。
２．当霊園が指定する区画は、カロート底石を設置のうえ、骨つぼや霊園管理者が指定する納骨袋で埋蔵してください。
（連絡先の登録）
申込みする際、親族などの連絡先を登録します。申込者同様に、連絡先に変更がある場合は、届け出を行ってください。
第5条
（制度利用料の支払いおよび墓所使用許可証（供養墓 使用証明証）の交付）
制度利用料は、申込内容確認書の発行から原則7日以内に銀行振込みで納付してください。30日以内に入金されない場合は、申込みを取消すことがあ
第6条
ります。入金確認をもって契約が成立し、手続き完了後30日以内に申込受理内容を明記した墓所使用許可証（供養墓 使用証明証）を交付します。
管理料一括制度や有期限制度は、墓所使用許可証を交付した時点から開始されます。
（解約）
第7条
管理料一括制度は申込者の意思を尊重するなどの理由により、途中解約は認められません。
有期限制度は有期限の期間内であれば霊園が承諾した場合に限り、墓所権利者などからの申し出により解約することができます。その場合、その他管
理料制度への切替手続きが必要です。なお、霊園が受領した使用料は返金いたしません。
（規定に定められていない事項および規定の改正）
第 8 条 １．前各条に定めのない事項については、関係法令（または確立された一般慣習）の定めにしたがい、その都度、当法人が定めるものとします。
２．墓地、埋葬等に関する法律など、現行法規が改正された場合、および本規定に変更の必要がある事項が生じた場合は、当法人において本規定を変更す
ることができます。
この規定は、2022年4月1日付で改定し、同日から施行します。
付則

−７−

真駒内滝野霊園 頭大仏御廟 ご利用にあたって
お申込み
１． 真駒内滝野霊園 頭大仏御廟 管理使用規定』の内容を確認・承諾したうえで、所定の使用申込書に必要事項を記入し、署名
捺印してください。
２．お申込みの日から３ヵ月以内に発行された申込者の本籍入り住民票［個人番号（マイナンバー）の記載がないもの］を使用申
込書にそえて提出してください。
３．お申込みと同時にお骨預かりをすることはできません。

使用料のお支払い
１．お申込みの日から原則７日以内に銀行振込みでお支払いください（振込手数料はお客様が負担してください）。
２．お振込みの際に、金融機関で発行されるお客様控が領収書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
３．お申込みの日から３０日以内に使用料が入金されない場合は、お申込みを取消すことがあります。

供養墓 使用証明証の交付
１．交付条件が揃い次第、３０日以内に使用申込者へ簡易書留で発送いたします。
２．紛失・汚損した場合は、別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、再交付を受けることができます。
３．旧字体(外字)の文字は類似した文字またはカタカナで登録します。

使用者カードの発行
１．供養墓 使用証明証を交付する際に、「使用者カード」を同封して発送します。
２．頭大仏御廟への入室やサイネージへの俗名表示には、使用者カードが必要です。
※お参りの際に使用者カードを忘れた場合は、供養墓 使用証明証または使用者カードの裏面に記載された「入室用コード」
を入力することで、入室することができます。
３．別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、再発行や追加発行をすることができます。

サイネージへの表示や銘板への刻印
１．祈りの間のサイネージでは、使用申込書の埋蔵予定者欄に記入された順番で俗名・命日・合葬期日を表示します（生前の場
合は俗名のみ）。
２．ストーンヘンジの銘板では、使用申込書の埋蔵予定者欄に記入された順番で俗名を刻印します（刻印場所を指定することは
できません）。
３．上記が不要の場合は、お申込みの際にあらかじめお申し出ください。
※ストーンヘンジの銘板は、他のみなさまとあわせて刻印するため、刻印後は削除することができません。

お骨預かり
１．事前に所定の手続きと１０日前までのご予約が必要です。
２．４月〜１０月は９：３０〜１５：３０の間、１１月〜３月は１０：３０〜１４：３０の間、３０分単位でご予約を承ります。
※保安上の理由により、３月春分の日、６月第１日曜、７月第２土・日、８月１１日〜１６日、９月秋分の日、１２月２９
日〜１月４日、毎月７日・１７日・２７日の１１：００〜１１：３０、頭大仏殿閉殿日(指定日ならびにメンテナンス日)は
お骨預かりをお受けすることができません。
３．事前に所定の手続きを済ませたうえで、ご予約された時間に頭大仏御廟へお越しください。
４．お骨預かり後、霊園管理者が安置棚へお納めいたします（安置場所を指定することはできません）。
５．お骨預かり時に分骨（のど仏など）を忘れた場合、後日お預かりすることができません。
６．お骨預かりの際に白木の位牌のみお焚き上げ処分を承ります。
７．僧侶の手配代行、礼拝堂でのお参りやご会食も承ります（予約制）。

合葬
１．お骨預かりから７年経過後の翌５月に、霊園管理者がストーンヘンジに併設された永代供養墓へ合葬いたします。
２．合葬の際は、骨つぼなどの容器からさらしの納骨袋へ入れかえて大地に還します。
※永代供養墓は、保安上の理由により立入禁止のため、合葬に立会うことはできません。
３．合葬後の骨箱・骨つぼについては、霊園で供養の後、条例などに沿った処置を行います。
４．霊園管理者が定めた指定日にストーンヘンジ合同祭壇で、過去１年間に合葬された故人のお名前を読み上げのうえ、供養を
行います。

お参り
１．供養施設のため、みなさまのご迷惑になる行為はご遠慮ください。
２．お骨を安置している「安息の間」は、お骨預かり時以外は保安上の理由により立入りできません。
３．お供えは花冠（水盤へ浮かべるお花）のみとなりますので、お供物などのお持込みはご遠慮ください。
４．ローソク、線香などの火気使用は禁止します。
５．補助犬を除きペットの立入りは禁止します。
６．施設内での飲食・喫煙・撮影はご遠慮ください。
７．保安上の理由により、施設内には防犯カメラを設置しています。

−８−

真駒内滝野霊園 頭大仏御廟 管理使用規定
（管理使用規定の目的）
第１条
本規定は、真駒内滝野霊園 頭大仏御廟の使用および管理に関し必要な事項を定め、その使用および管理が適切
に行われることを目的とした約款です。頭大仏御廟を申込みする方（以下、申込者といいます）と使用する方（以
下、使用者といいます）に適用します。頭大仏御廟に関する事項以外は 真駒内滝野霊園 管理使用規定』を遵守し
てください。
（使用目的）
第２条 １．頭大仏御廟は、許可を受けた焼骨を霊園管理者が定めた期間安置し、期間が終了したのちは永代供養墓へ合葬す
るために供するもので、目的以外の使用はできません。
２．頭大仏御廟に一度安置した焼骨および永代供養墓に合葬した焼骨は、理由にかかわらず返還・分骨・改葬などは
一切できません。
（使用資格）
第３条
頭大仏御廟は、国籍・宗教などを問わずどなたでも使用することができます。
（供養墓使用料）
第４条 １．供養墓使用料とは、許可を受けた焼骨を安置・合葬するために使用する権利と、霊園が維持管理・供養をするた
めに要する費用です。
２．供養墓の使用者としての権利は、民法８９６条但書により一身専属的であるため、相続、譲渡、転貸などするこ
とはできません。
（供養墓使用証明証の交付）
第５条 １．頭大仏御廟の申込者は、当使用規定の各条項に承諾のうえ、所定の使用申込書に申込者の本籍入り住民票[個
人番号（マイナンバー）の記載がないもの]をそえ、登録手続料と供養墓使用料などを納付し、 供養墓 使用証明
証（以下、証書といいます）』の交付を受けてください。
２．証書は当法人に所定の料金が全額納付された時点で申込者へ交付します。証書の交付を受けた方は使用者として
頭大仏御廟を使用することができます。
３．証書を紛失・汚損した場合は、別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、霊園管理者より再交付を受
けることができます。
４．使用者の改姓などにより証書の記載内容を変更する場合は、別途定める必要書類をそえて届け出を行い、記載内
容の訂正を受けることができます。
５．旧字体(外字)の文字は類似した文字またはカタカナで登録します。
（祭祀承継）
第６条
焼骨を安置した時点から祭祀主宰者を霊園管理者とすることに同意していただきます。
（埋蔵者の制限）
第７条
所定の使用申込書に定めた、埋蔵予定者以外を安置・合葬することはできません。ただし、別途定める手続料と
必要書類をそえて届け出を行い、霊園管理者が埋蔵予定者の変更を承認した場合はこの限りではありません。
（合同供養の行為）
第８条
お彼岸およびお盆などには、霊園管理者が祭祀主宰者となり、供養を行います。
（維持管理等）
第９条
頭大仏御廟ならびに永代供養墓の維持管理・清掃・環境整備などは、霊園管理者が行います（ただし、永代供養
墓の除雪は行いません）。
付則

この規定は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。
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真駒内滝野霊園 合葬墓ふる里霊廟 ご利用にあたって
お申込み
１．お申込みに際しては、１１頁の『真駒内滝野霊園 合葬墓ふる里霊廟 管理使用規定』を確認・承諾したうえで、
真駒内滝野霊園 合葬墓ふる里霊廟使用申込書（以下、申込書といいます）』に必要事項を記入し、署名捺印して
ください。
２．記入済みの申込書一式を直接、礼拝堂・管理事務所窓口に持参するか、同封する返信用封筒に入れて発送してく
ださい。
※返信用封筒に切手を貼る必要はありません。
３．申込書の内容を当霊園で確認してから、使用料支払いのご案内をします。
４．使用料は、銀行振込みでお支払いください。振込手数料はお客様が負担してください。
なお、金融機関で発行されるお客様控が領収書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
５．申込書が当霊園に提出されてから３０日以内に使用料が入金されない場合は、申込みを取消すことがあります。
６．使用料が納付されてから３０日以内に使用申込者へ『供養墓 使用証明証』を発送します（書類に不備があると交付
することができません）。
７．供養墓 使用証明証を受領してから、お骨預かり日の予約をしてください。
※礼拝堂・管理事務所窓口で、申込手続とお骨預かりを同時に承ることはできません。

供養墓 使用証明証
１．申込手続完了後、申込者の方に供養墓 使用証明証を交付します。
２．生前の使用者の方には、供養墓 使用証明証とともに供養墓 生前使用者証明証を交付します。
３．紛失・汚損した場合は、別途定める手続料と必要書類をそえて、再交付を受けることができます。
４．旧字体（外字）の文字は類似した文字またはカタカナで登録します。

お骨預かり
１．お骨預かりは事前に日時をご予約のうえ、１０：００〜１４：３０の間、礼拝堂・管理事務所窓口にて承ります。
なお、保安上の理由により、３月春分の日、７月第２土・日、８月１１〜１６日、９月秋分の日、１２月２８日
〜１月４日はお骨預かりをお受けすることができません。
２．お骨預かり後、霊園職員が立会い納骨します。
３．お骨預かりには、火葬・改葬許可証が必要ですので、お忘れなくお持ちください。火葬・改葬許可証がない場合、
お骨預かりすることができません。
４．お骨預かり時に分骨（のど仏など）を忘れた場合、後日お預かりすることができません。
５．お位牌などは、檀家寺（お付き合いのある寺院）などで処分をお願いします。万一、檀家寺がない場合に限り、
お骨預かりの際に白木の位牌のみお焚き上げ処分を承ります。それ以外の遺影や遺品などは、お客様自身でお
焚き上げ業者などを利用してください。
６．さいごのお別れのお参りを礼拝堂で実施することができます。僧侶の手配代行やご会食も別途承ります。予約制
となっていますので、ご希望の場合は、事前にホームページの入力フォームかお電話でご予約ください。

位牌札
１．位牌札は、納骨後７〜１０日間でふる里霊廟中庭に掲示します。
２．位牌札の掲示希望の変更はできません。
３．位牌札の掲示場所の指定はできません。
４．旧字体（外字）の文字は類似した文字またはカタカナで掲示します。
５．合葬後は個別の位牌札を外し、納骨年度ごとに埋蔵者のお名前を銘板に刻印し、掲示します。

申込み・契約の撤回（クーリングオフ制度）
申込みや契約を取り交わしたその日を含めて８日以内であれば、書面により申込みや契約の撤回、または
申込みや契約の解除を行うことができます。この場合、お支払いいただいた金額を返金いたします。
詳細は３頁の「クーリングオフのお知らせ」をご確認ください。
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真駒内滝野霊園 合葬墓ふる里霊廟 管理使用規定
（管理使用規定の目的）
本規定は、公益社団法人ふる里公苑（以下、当法人といいます）が経営する真駒内滝野霊園（以下、霊園といいます）合
第１条
葬墓ふる里霊廟（以下、ふる里霊廟といいます）の使用および管理に関し必要な事項を定め、その使用および管理が適
切に行われることを目的とした約款です。ふる里霊廟を申込みする方（以下、申込者といいます）と使用する方（以下、
使用者といいます）に適用します。ふる里霊廟に関する事項以外は 真駒内滝野霊園 管理使用規定』を遵守してください。
（使用目的）
第２条 １．ふる里霊廟は、許可を受けた焼骨を埋蔵するために供するもので、目的以外の使用はできません。
２．ふる里霊廟に一度埋蔵された焼骨は、理由にかかわらず返還・分骨・改葬などは一切できません。
（申込手続）
第３条 １．ふる里霊廟の申込者は、当使用規定の各条項に承諾のうえ、真駒内滝野霊園 合葬墓ふる里霊廟使用申込書（以下、申込書と
いいます）に必要事項を記入し、別途定める合葬墓使用料（以下、使用料といいます）をそえて、当霊園に提出してください。
２．ふる里霊廟の使用者としての権利は、民法８９６条但書により一身専属的であるため、相続・譲渡・転貸などすることはできません。
（合葬墓使用料）
第４条 １．合葬墓使用料とは、許可を受けた焼骨をふる里霊廟に埋蔵するために使用する権利と、霊園が維持管理・供養をするために要する料金です。
２．既納の使用料は、理由にかかわらず一切返金することができません。ただし、クーリングオフ期間内はこの限りではありません。
３．申込書が当霊園に提出されてから３０日以内に使用料が入金されない場合は、申込みを取消すことがあります。
（使用資格）
ふる里霊廟は、国籍・宗教などを問わずどなたでも使用することができます。
第５条
（供養墓 使用証明証の交付）
第６条 １．ふる里霊廟の使用申込をする方は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ当霊園に提出し、別途定める使用料を納
付後、供養墓 使用証明証（以下、証書といいます）の交付を受けてください。
２．証書は当法人に所定の使用料が全額納付された時点で申込者に交付します。証書の交付を受けてから、ふる里霊廟を使用することができます。
３．生前の使用者については、供養墓 生前使用者証明証を交付します。
４．証書を紛失・汚損した場合は、別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行い、真駒内滝野霊園管理者（以下、
霊園管理者といいます）より再交付を受けることができます。
５．使用者の改姓などにより証書の記載内容を変更する場合は、別途定める必要書類をそえて届け出を行い、記載
内容の訂正を受けることができます。
６．旧字体(外字)の文字は類似した文字またはカタカナで登録します。
（個人情報の取扱い）
第７条
当法人がお客様より取得した個人情報は、別途定める「個人情報の取扱い」の通り厳重に管理し、目的以外の利用はしません。
（死体埋葬の禁止および焼骨の埋蔵）
公衆衛生上、ふる里霊廟に死体を埋葬することはできません。したがって、ふる里霊廟の埋蔵は許可を受けた焼骨のみとします。
第８条
（埋蔵の手続）
第９条 １．証書の交付を受けてから、 当霊園まで事前に連絡のうえ、焼骨を直接お持ちください。 なお、直接焼骨をお持
ちいただけない場合は、当霊園にお問合せください。
２．火葬・改葬許可証のない焼骨は埋蔵できません。
３．合葬後の骨箱・骨つぼについては、霊園にて供養の後、条例などに沿った処置を行います。
（祭祀主宰者）
第10条
ふる里霊廟に埋蔵される焼骨の祭祀主宰者を、霊園管理者とすることに同意していただきます。
（合同供養）
第11条 １．ふる里霊廟に埋蔵された焼骨について、霊園管理者が祭祀主宰者となり供養を行います。
２．お骨預かり後１００日間、供養室に安置します。
３．その後、骨つぼのまま３年間安置します。
４．３年１００日経過後、焼骨を合葬します。
５．お彼岸およびお盆の年３回、合同祭壇で供養を行います。
（施設の維持管理）
ふる里霊廟の維持管理・清掃・環境整備などは、霊園管理者が行います。
第12条
（不可抗力などによる事故の責任）
第13条 １．地震・風水害・落雷などの自然災害による不可抗力や第三者による行為により生じた損害、ならびにこれらに随伴
して生じた損害（人身傷害を含む）に対しては、当霊園は一切の責任を負いません。
２．盗難・交通事故など、第三者による加害行為により生じた損害について、当霊園は一切の責任を負いません。
（真駒内滝野霊園 朋の会）
第14条 １．当法人が行う、真駒内滝野霊園の御霊の供養に関する事業活動などを通して、会員相互の交流を図る目的や霊園を訪れる方々の憩いの場
所として施設を提供し、安心してお参りしていただくことを目的として、真駒内滝野霊園 朋の会（以下、朋の会といいます）を置きます。
２．朋の会会員資格は、申込書の申込者欄に記載された方一名に対してのみ付与します。
３．なお、朋の会会員規約については別途定めるところにしたがってください。
（規定に定められていない事項および規定の改正）
第15条 １．この規定に定めのない事項については、関係法令（または確立された一般慣習）の定めにしたがい、その都度、当
法人が定めるものとします。
２．墓地、埋葬等に関する法律など、現行法規が改正された場合、および本規定に変更の必要ある事項が生じた場
合は、当法人において本規定を変更することができます。
この規定は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。
付則
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(消費税10%表記)

真駒内滝野霊園 事務手続要領
墓
所
使
用
許
可
証
再
交
付

墓所使用許可証とはお墓の権利証です。名義変更や管理料制度切替手続きなどの際に必要です。
※2014年3月31日までは「永代使用許可証」という名称で交付していましたが、2014年4月1日に名称を変更しました。
なお、この名称変更による墓所使用の取扱いに変更はありません(2014年3月10日発行 会報春秋朋だより№39で通知)。
※供養墓の場合は「供養墓 使用証明証」または「供養墓 生前使用者証明証(ふる里霊廟のみ)」を交付しています。

墓所使用許可証の再交付
必要書類など

申請書類

□ 権利者の印鑑登録証明書
□ 印鑑( 実印)

手続料

□ 墓所手続申請書

2 ,2 0 0 円

●納骨にはご予約と事前の手続きが必要です。●火葬・改葬許可証が不備の場合は納骨できません。
納骨担当者が墓石を動かし、カロートへお骨を納めるお手伝いをします。骨箱・骨つぼ
納骨担当者が墓石を動かし、カロートへお骨を納めるお手伝いをします。骨箱・
骨つぼ・白木の位牌は霊園がお焚き上
・白木の位牌は霊園がお焚き上げ
げ ※1）します。

滝野霊園へ納骨
必要書類など

□
□
□
■
□
□
■
□
□

申請書類

手続料

権利者の本人確認書類の コピー (運転免許証・健康保険証・敬老手帳・パスポートなど)
死体火葬許可証・改葬許可証・分骨証明書
[権利者と埋蔵者の苗字が異なる場合]
続柄がわかる戸籍謄本類(戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・除籍抄本など)
埋蔵者の近親者から同意書および印鑑登録証明書が必要になる場合があります。

□ 埋蔵申請書

1 6 ,5 0 0 円

[権利者が親族などに手続きを委任する場合]
権利者の実印が捺印された委任状および印鑑登録証明書
受任者の本人確認書類のコピー

※死体火葬許可証は一般的に火葬場で交付される書類です。通常、骨箱の中に入っています。
※18区個人墓・夫婦墓・19区夫婦墓Ⅱ・頭大仏御廟・ふる里霊廟は申込時に納骨手続料を納入済です。
※ペットと共に眠るお墓へペットのみを納骨する場合、手続料は11,000円です。
※1）焼却炉で対応できないものは供養の後、条例などに沿った処置を行います。

滝野霊園にあるお墓からお骨を取出す
納
骨

必要書類など

□

申請書類

手続料

権利者の本人確認書類のコピー (運転免許証・健康保険証・敬老手帳・パスポートなど)
権利者の本人確認書類のコピー

□ 証明書申請 兼

■ [他のお墓へ「改葬」する場合]
□

改葬申請書

1 6 ,5 0 0 円

■ [他のお墓へ「分骨」する場合]
※納骨と分骨を同時に行う場合、「分骨証明書」発行の手続料はかかりません。
納骨済のお骨を後日に分骨する場合は、分骨手続料16,500円と必要書類をそえて申請してください。

改葬
（他のお墓へお骨を移動すること）
に必 要な手続き
① 現在納骨しているお墓の管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらう
② 新しいお墓の管理者から「受入証明書」を発行してもらう
③ 現在納骨してあるお墓の市区町村長へ①埋蔵(収蔵)証明書と②受入証明書を提出して「改葬許可証」を交付してもらう
④ 新しいお墓の管理者へ③改葬許可証を提出して納骨する
※市区町村や墓地、寺院によって手続き内容が異なる場合があります。
※札幌市内の墓地または寺院からお骨を移動する場合の手続き先 ↓

札幌市保健所

札幌市中央区大通西19丁目WEST19

3階

011-616-2855

埋蔵予定者の変更・追加
埋蔵予定者の変更・追
加（供養墓のみ）
必要書類など

申請書類

埋蔵予定者間の続柄がわかる戸籍謄本類
類
（戸籍謄本・戸籍抄本など）
□ 埋蔵予定者間の続柄がわかる戸籍謄本
□ 埋蔵予定者の近親者から同意書および印鑑登録証明書が必要になる場合があります。

埋蔵予定者変更 兼

□ 祭祀主宰者選任届

手続料
1 1 ,0 0 0 円

※埋蔵予定者を追加する場合は、別に定める埋蔵予定者追加料金が必要です。ご利用の管理料制度で費用が異なるため、詳しくはお問合せください。
※供養墓 使用許可証の更新を希望する場合は、申請書類提出の際に記載内容の訂正を受けることができます。
●墓所使用許可証は手続実施日(納骨予定がある場合は納骨日)から30日以内に権利者宛に簡易書留で発送します。
発送までは、真駒内滝野霊園でお預かりします。
●住民票・戸籍謄本類・印鑑登録証明書は発行から3ヵ月以内のものに限ります。なお、上記記載以外の書類が必要になることがあります。
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(消費税10%表記)

真駒内滝野霊園 事務手続要領
●権利者が死亡した場合は名義変更が必要で
権利者が死亡した場合は名義変更が必要です
す
（供養墓や一部管理料制度利用者を除く）
（供養墓や一部管理料制度利用者を除く
）
。
新権利者が祭祀を主宰することについて、相続人全員の合意を得てください。
●新
（合意を得た親族代表者の住所や電話番号は新権利者にご記入いただきます）
（合意を得た親族代表者の住所や電話番号は新権利者にご記入いただきます
）
。

権利者死亡による名義変更
必要書類など

名義変更︵承継︶

□
□
□
□
□
□

申請書類

手続料

墓所使用許可証( 永代使用許可証)
現権利者の死亡確認書類
続柄がわかる戸籍謄本類
続柄がわかる戸籍謄本
類
（戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・除籍抄本など）

□ 墓所手続申請書

新権利者の本籍入り住民票[ 個人番号( マイナンバー) の記載がないもの]
現権利者

新権利者の印鑑登録証明書

新権利者

様

新権利者の印鑑( 実印)

1 1 ,0 0 0 円

様

※納骨手続きと同時に名義変更を行う場合は火葬・改葬許可証を死亡確認書類とします。
※申請内容により、全相続人からの同意書および印鑑登録証明書などが必要になる場合があります。

生前の名義変更
必要書類など

□
□
□
□
□

申請書類

墓所使用許可証( 永代使用許可証)

□ 墓所手続申請書

続柄がわかる戸籍謄本類
続柄がわかる戸籍謄本
類
（戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・除籍抄本など）
新権利者の本籍入り住民票[ 個人番号( マイナンバー) の記載がないもの]

1 1 ,0 0 0 円

現権利者

現権利者と新権利者の印鑑登録証明書

新権利者

様

現権利者と新権利者の印鑑( 実印)

手続料

□ 墓所使用に関する
様

同意書

氏名・本籍変更

氏名変更・本籍変更
必要書類など

□
□
■
□

申請書類

手続料

墓所使用許可証( 永代使用許可証)
変更の内容が確認できる書類のコ
変更の内容が確認できる書類の
コピー（運転免許証・戸
（運転免許証・戸籍
籍謄本・戸籍抄本など）
[本籍を変更した場合]

□ 登録情報変更申請書

無料

本籍入り住民票[個人番号(マイナンバー)の記載がないもの]・戸籍謄本・戸籍抄本など

※住所変更は、公式ホームページかお電話で手続きしてください。

管
理
料
制
度

管理料一括制度や有期限制度の申込み・有期限制度の期限延
管理料一括制度や有期限制度の申込み・有期限制度の期限
延長
必要書類など

申請書類

□ 墓所使用許可証( 永代使用許可証)
□ 権利者の印鑑登録証明書
□ 印鑑( 実印)

□ 管理料制度等申込書

費

用

別途見積

※費用は現在の管理料支払い状況により異なります。詳しくは管理事務所にお問合せください。

墓所使
所使用
用権の
権の返
返上
（使用墓所
墓所が
が不要になっ
になった
た場合）
墓
所
返
上

必要書類など

□ 墓所使用許可証( 永代使用許可証)
□ 権利者の印鑑登録証明書
□ 印鑑( 実印)

申請書類

手続料

□ 墓所申込取消申請 兼

1 1 ,0 0 0 円

使用権返上申請書

※墓石その他附属物などは撤去し、原形に復してください。これに要する費用は別途見積が必要です。
※納骨されている場合は、別途改葬の手続き(12頁参照)が必要です。

●提出された旧墓所使用許可証
（永代使用許可証）
は霊園で処分します。
●旧字体で出力していた霊園発行書類は、2020年3月より新字体(常用漢字)で出力しています(2020年3月10日発行 会報春秋朋だよりNo.50 にて通知)。

お問合せは … 公益社団法人ふる里公苑 真駒内滝野霊園
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札幌市南区滝野2番地

011-592-1223

真駒内滝野霊園 朋の会規約
（目的）
第１条

公益社団法人ふる里公苑（以下、当法人といいます）が行う、真駒内滝野霊園の御霊の供養に関する事業活動などを通して、会員相互の交流を図る目的や霊園を訪れ
る方々の憩いの場所として施設を提供し、安心してお参りしていただくことを目的として、真駒内滝野霊園 朋の会（以下、朋の会といいます）を置きます。

（入会手続）
第２条
この規約に同意のうえ、当法人指定の入会方法により手続きを行った方を朋の会会員とします。入会金・年会費は無料です。
（この規約の内容およびサービスの変更）
当法人は、この規約および本会の特典内容を会員へ事前の了承を得ることなく、変更することができるものとし、この場合、変更内容を会報およびホームページで
第３条
通知します。ただし、軽微な変更については、この限りではありません。
（会員証）
第４条 １．当法人が墓所権利者に交付する「墓所使用許可証」を朋の会会員証とします。なお、交付の際、当法人が会員毎に会員番号（以下、お客様番号といいます）を設定し
ます。ただし、会員が当該お客様番号を選択することはできません。また、会員証は会員本人のみが利用できるものとします。
２．供養墓に関しては、２０１２年３月以前の使用申込者に交付した「御申込内容確認書」、２０１２年４月以降の供養墓（ふる里霊廟・頭大仏御廟を含む）使用申込者に
交付する「供養墓 使用証明証」を朋の会会員証とします。
（会員の特典など）
会員に対する特典などは会報およびホームページでお知らせします。なお、第三者に対する会員特典の譲渡または転貸などはできません。
第５条
（退会）
第６条
次の場合、当法人の判断により強制退会などの措置をとることがあります。
（１）住所不明などの状態が一定期間続き、改善される見込みがないと認められるとき。
（２）会員が当法人または他の会員の迷惑となるような行為を行ったと認められるとき。
（３）その他、管理使用規定上の義務に違反するなど、会員としての継続が困難と認められるとき。
（個人情報の管理など）
第７条
会員の個人情報は、別途定める「個人情報の取扱い」の通り厳重に管理し、目的以外の使用はしません。
（補則）
この規約に定めのない事項については、関係法令（または確立された一般慣習）の定めにしたがい、その都度、当法人が定めるものとします。
第８条
付則
（施行期日） この規約は、２０２２年４月１日付で改定し、同日から施行します。
ふる里公苑 賛助会員は、２０１２年４月より『朋の会会員』へと移行しました。

真駒内滝野霊園 ご利用にあたって
【墓所使用許可証などの霊園交付書類】
墓所使用許可証とは、真駒内滝野霊園が交付する『お墓の権利証』です。墓所使用料を全額納付された時点で交付します。名義変更や管理料制度切替などの手続きには墓所使
用許可証が必要です。なお、許可証を紛失・汚損した場合は再交付を受けることができます。別途定める手続料と必要書類をそえて届け出を行ってください。
※供養墓（ふる里霊廟、頭大仏御廟を含む）の場合は、使用料を全額納付後に『供養墓 使用証明証』を交付します。
※『墓所使用許可証』や『供養墓 使用証明証』は交付条件が揃い次第、３０日以内に使用申込者へ簡易書留で発送します。
※２０１４年3月末までの墓所使用許可証は『永代使用許可証』という名称で交付しています。手続きの際、墓所使用許可証を交付し、旧書式は霊園で処分します。
※提出された旧墓所使用許可証（永代使用許可証）
は霊園で処分します。
※「Windows10」採用のシステム入替えに伴い、新字体（常用漢字）で出力しています（春秋朋だよりNo.50にて通知）。
新字体または代替文字が不明な場合、お客様宛の書類やご案内表示などはカタカナ表記となります。
【墳墓の建立や追加施工】
墳墓の建立や追加施工を行う場合、お客様の責任において自由に石材店などをお選びください。ただし、霊園の管理を適切に行うため、管理使用規定や工事施工規則などを
理解し、遵守する施工業者にご依頼ください。当霊園では協力石材店制度を取っていますが、協力石材店以外の施工業者にご依頼をご希望の場合は、事前に当霊園までお問
合せください。
【工事施工規則】
墓参者の安全と供養行為への配慮に努め、霊園内の秩序ある景観や良好な墓参環境を保全するため、工事施工規則や工事施工ガイドラインを定めています。真駒内滝野霊園
内での工事施工や役務の提供を請け負った石材店など施工業者は、本規則を遵守のうえ、事前に必要書類を提出し、霊園管理者の承認を受けてください。無断工事は損害金
を請求します。
【協力石材店】
協力石材店とは、真駒内滝野霊園が定める規定・規則を遵守し、代理店として墓所の販売または施工店として墓石の建立を委託された石材店です。
協力石材店は墓所使用者の要望に応じて、追加施工・補修・納骨などの顧客サービスを霊園と協力のうえ、提供します。
【お参りの注意事項】
１．雨や雪で濡れた墓石は大変滑りやすくなっています。足元に注意してお参りください。
２．園内は火気を利用する飲食を禁止します。
３．墓参後に供物や飲物を放置すると、野生動物によりお墓が汚れる原因になるため、必ずお持帰りください。
４．ペットと一緒にお参りする際はリードなどでしっかりとつないでください。フンは必ず処理してください。なお、墓所内での排せつはご遠慮ください。
５．墓所内は故人を偲び供養するところです。墓所内を走ったり、騒いだりしないでください。
６．墓石を無理に揺らしたり、体をもたれかけたりしないでください。
７．園内の水汲場で洗車することを禁止します。また、水桶で雑巾を洗わないでください。
８．いつも気持ちよくお参りできるようゴミは必ずゴミ箱へ入れてください。また、家庭ゴミは持込まないでください。
９．園内での車上荒らしの被害が報告されています。
●車から離れるときは必ずドアをロックする。
●車内に貴重品は置かない。
この２点で十分防止できます。園内巡回を強化していますが、ご注意ください。
10．墓所内で墓石修繕工事を受付するなどの営業行為を禁止しています。無許可の悪質業者にご注意ください。
【供花の処理】
枯れた供花は、4月下旬〜11月上旬まで適時処理します。ただし、お盆期間・お彼岸期間・冬期間は処理しません。また、備付けの花立を使用しないアレンジメントフラワー
（滝野霊園売店で販売しているものは除く）は処理しません。『枯れても花をかたづけないで欲しい』という場合は、墓所内に設置する専用の看板を貸出していますので、管理
事務所までお問合せください。なお、天災や鳥獣害
（シカの食害など）
により供花が花立から落下し、どの墓所の供花かを特定できない場合は、処理の対象となります。
※花下げ禁止看板設置に関しての注意事項
●看板を紛失・汚損した場合は、管理事務所までお申し出ください。再度看板を貸出いたします。
●原則として、墓所権利者の届け出により承ります。
【墓所位置ご案内業務】
墓参予定の親族や知人の方から、お墓の位置がわからず、お問合せいただく場合があります（窓口・電話・手紙・メール・インターネット検索など）。
この場合、真駒内滝野霊園では霊園管理の一環として、権利者や故人のお名前でお墓の場所を案内しています。
案内が不要の場合は、あらかじめ管理事務所に墓所位置ご案内禁止の届け出を行ってください。
【墓所案内禁止届に関する事項】
●親族や知人などより墓所の検索を依頼された場合、
『該当者なし』
と返答します。
※ただし、霊園が権利者へ返答方法を確認する必要が生じ、開示のご承諾をいただいた場合は、この限りではありません。
●納骨やご法要をお申込みされた際に、窓口モニターに案内を表示しません。
●原則として、墓所権利者の届け出により承ります。
【連絡用看板の設置】
墓所使用について確認する必要がある場合、お墓に連絡用の看板を設置することがあります。お気づきの点などありましたら、管理事務所にお問合せください。
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僧侶手配
真駒内滝野霊園での納骨･魂入･魂抜･墓参の読経や礼拝堂での読経など僧侶手配は、お客様自身で行うことが原則です。
檀家寺（お付合いのある寺院）がある方は直接連絡してください。檀家寺がない方は、インターネットなどでお調べ
ください。
原則、真駒内滝野霊園で寺院名・電話番号などはお伝えすることができません。

僧侶手配代行
上記のとおり、僧侶手配はお客様自身で行うことが原則ですが、真駒内滝野霊園で手配代行を承ることも可能です。
僧侶手配代行を利用する場合、代行料として2,200円（税込）がかかります。
手配可能な宗派
・禅宗

・浄土真宗（東）・浄土真宗（西）・日蓮宗

・真言宗

・浄土宗

・神道

◆注意事項◆
※１０日前までのご予約が必要です。
※手配代行料は、当日のお参り前までに振込みもしくは管理事務所の窓口でお支払いください。
※お参り当日のキャンセルは、手配代行料ならびに僧侶のお布施をご負担いただきます。
※礼拝堂･法要会場をご利用の場合、代行料はサービスで承ります。
※戒名･法名などのわかるものをお持ちください。
※仏壇･本位牌･過去帳の作成･魂入･魂抜は受付することができません。
※戒名や法名の授受や霊園外への僧侶手配代行は承ることができません。

お布施
葬儀や法事・法要の際に僧侶へ渡す供養料をお布施といいます。故人のご冥福を祈る気持ちは、なかなか金額に換
算できるものではありませんが、下記は一般的な金額の一例です。
各寺院ごとに考え方がありますので、直接僧侶へご相談したり、ご親族間でよく話し合って決めることをお勧めし
ます。
お布施の一例
・墓参のみの読経

7,000 円〜 10,000 円

・礼拝堂のみの読経

15,000 円〜 20,000 円

・礼拝堂および墓前の読経

20,000 円〜 30,000 円

・納骨･魂入･魂抜の読経

15,000 円〜 30,000 円

・礼拝堂および納骨･魂入･魂抜の読経

30,000 円〜 50,000 円

※お布施は読経後に僧侶へ直接お渡しください。
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