
議案第  号 

   宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例の制定について 

 宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例を次のとおり制定するものとする。 

平成２４年（２０１２年）９月４日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 普通墓所の使用（第５条－第１４条） 

 第３章 特別墓所の使用（第１５条－第２４条） 

 第４章 雑則（第２５条－第２７条） 

 附則 

   第１章 総則 

（設置） 

第１条 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）に規定する墓地として、宝塚市

立宝塚すみれ墓苑（以下「墓苑」という。）を設置する。 

 （定義） 

第２条 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) 墓所 墳墓、墓碑又は形像類を設置するため区画した一定の場所をいう。 

 (２) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。 

（位置） 

第３条 墓苑の位置は、宝塚市下佐曽利字大谷１番６６とする。 

（墓所及び施設） 

第４条 墓苑に次に掲げる墓所を設ける。 

 (１) 普通墓所 

 (２) 特別墓所 

２ 墓苑に次に掲げる施設を置く。 

 (１) 管理棟 

 (２) 駐車場その他の便益施設 

   第２章 普通墓所の使用 

 （普通墓所の使用目的） 

第５条 普通墓所は、墳墓を造営して焼骨を埋蔵し、又は墓碑若しくは形像類を設置する目的以

外に使用してはならない。 

 （普通墓所の使用者の範囲） 

第６条 普通墓所を使用することができる者は、自然人とする。 

 （普通墓所使用許可） 

第７条 普通墓所を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による普通墓所の使用許可（以下「普通墓所使用許可」という。）をす

るに当たり、墓苑の管理上必要な条件を付すことができる。 

（普通墓所使用料等） 

第８条 普通墓所使用許可を受けた者（以下「普通墓所使用者」という。）は、別表第１に定め

る使用料（以下「普通墓所使用料」という。）を納付しなければならない。 

２ 普通墓所使用者は、毎年、別表第２に定める管理料に第１号及び第２号の税率の合計に１を

加えた率を乗じて得た額（以下「普通墓所管理料」という。）を納付しなければならない。 

 (１) 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する税率（以下「消費税率」と



いう。） 

 (２) 消費税率に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する税率を乗

じて得た税率（以下「地方消費税率」という。） 

３ 普通墓所使用者は、普通墓所使用料及び普通墓所管理料を規則で定める期限までに前納しな

ければならない。 

 （普通墓所使用料等の還付） 

第９条 既納の普通墓所使用料及び普通墓所管理料は、返還しない。ただし、普通墓所使用者が

普通墓所使用許可を受けた日から起算して５年以内に未使用の普通墓所を返還した場合（第１

４条の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときを除く。）に限り、納付した普通墓所

使用料の５割に相当する額を返還することができる。 

 （普通墓所における工作物の設置） 

第１０条 普通墓所使用者は、規則で定める基準に従い普通墓所に墳墓、墓碑、形像類その他の

工作物を設置することができる。 

２ 普通墓所使用者は、前項の規定により工作物を設置しようとするときは、あらかじめ市長の

承認を受けなければならない。 

 （普通墓所使用者の地位の承継） 

第１１条 普通墓所使用者の死亡その他の事由により、普通墓所使用者に代わって祖先の祭祀を

主宰すべき者は、普通墓所使用者の地位の承継を市長に届け出なければならない。 

（普通墓所の返還） 

第１２条 普通墓所使用者又は普通墓所使用者に代わって祖先の祭祀を主宰すべき者（次項にお

いて「普通墓所使用者等」という。）は、普通墓所を使用する必要がなくなったときは、市長

に届け出て、遅滞なく自己の費用でもって普通墓所を原状に復し返還しなければならない。た

だし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 普通墓所使用者等が前項本文に規定する措置を行わない場合は、市長が普通墓所を原状に復

し、その費用を普通墓所使用者等から徴収することができる。 

（普通墓所の移転等の命令） 

第１３条 市長は、墓苑の管理上必要があると認めるときは、普通墓所使用者に対し使用場所の

移転、普通墓所の返還又は墳墓、墓碑、形像類その他の工作物の移転若しくは撤去を命ずるこ

とができる。 

２ 前項の規定による命令に従ったことに伴い普通墓所使用者に生じた損失に対し、市は必要な

補償を行う。 

 （普通墓所使用許可の取消し） 

第１４条 市長は、普通墓所使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、普通墓所使用許可

を取り消すことができる。 

(１) この条例の規定に違反したとき。 

(２) 普通墓所の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により普通墓所使用許可を受けたとき。 

２ 普通墓所使用者は、前項の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときは、直ちに自己

の費用でもって普通墓所を原状に復し返還しなければならない。 

３ 普通墓所使用者が前項に規定する措置を行わない場合は、市長が普通墓所を原状に復し、そ

の費用を普通墓所使用者から徴収することができる。 

   第３章 特別墓所の使用 

（特別墓所の使用目的） 

第１５条 特別墓所は、法人が墳墓若しくは建築物を造営して個人から委託を受けて焼骨を埋蔵

し、又は墓碑若しくは形像類を設置する目的以外に使用してはならない。 

 （特別墓所の使用者の範囲） 

第１６条 特別墓所を使用することができる者は、法人で規則で定めるものとする。 

 （特別墓所の使用許可） 

第１７条 特別墓所を使用しようとする法人は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなけ



ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による特別墓所の使用許可（以下この章において「特別墓所使用許可」

という。）をするに当たり、墓苑の管理上必要な条件を付すことができる。 

 （特別墓所使用料等） 

第１８条 特別墓所使用許可を受けた法人（以下「特別墓所使用者」という。）は、１平方メー

トル当たり２７８，３００円の使用料（以下「特別墓所使用料」という。）を納付しなければ

ならない。 

２ 特別墓所使用者は、毎年、１平方メートル当たり２，０００円に消費税率及び地方消費税率

の合計に１を加えた率を乗じて得た額の管理料（以下「特別墓所管理料」という。）を納付し

なければならない。 

３ 特別墓所使用者は、特別墓所使用料及び特別墓所管理料を規則で定める期限までに前納しな

ければならない。 

 （特別墓所使用料等の還付） 

第１９条 既納の特別墓所使用料及び特別墓所管理料は、返還しない。 

 （特別墓所における工作物等の設置） 

第２０条 特別墓所使用者は、規則で定める基準に従い特別墓所に墳墓、墓碑、形像類その他の

工作物又は建築物を設置することができる。 

２ 特別墓所使用者は、前項の規定により工作物又は建築物を設置しようとするときは、あらか

じめ市長の承認を受けなければならない。 

 （特別墓所使用者の地位の承継） 

第２１条 合併による特別墓所使用者の消滅その他の事由により、特別墓所に係る特別墓所使用

者の権利義務の全部を承継する法人は、市長の許可を得て、特別墓所使用者の地位を承継する

ことができる。 

（特別墓所の返還） 

第２２条 特別墓所使用者又は特別墓所に係る特別墓所使用者の権利義務の全部を承継する法人

（次項において「特別墓所使用者等」という。）は、特別墓所を使用する必要がなくなったと

きは、市長に届け出て、自己の費用でもって特別墓所を原状に復し返還しなければならない。

ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 特別墓所使用者等が前項本文に規定する措置を行わない場合は、市長が特別墓所を原状に復

し、その費用を特別墓所使用者等から徴収することができる。 

（特別墓所の移転等の命令） 

第２３条 市長は、墓苑の管理上必要があると認めるときは、特別墓所使用者に対し使用場所の

移転、特別墓所の返還又は墳墓、墓碑、形像類その他の工作物若しくは焼骨を埋蔵する建築物

の移転若しくは撤去を命ずることができる。 

２ 前項の規定による命令に従ったことに伴い特別墓所使用者に生じた損失に対し、市は必要な

補償を行う。 

 （特別墓所使用許可の取消し） 

第２４条 市長は、特別墓所使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別墓所使用許可

を取り消すことができる。 

(１) この条例の規定に違反したとき。 

(２) 特別墓所の使用の権利を譲渡し、又は特別墓所を転貸したとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。 

２ 特別墓所使用者は、前項の規定により特別墓所使用許可を取り消されたときは、直ちに自己

の費用でもって特別墓所を原状に復し返還しなければならない。 

３ 特別墓所使用者が前項に規定する措置を行わない場合は、市長が特別墓所を原状に復し、そ

の費用を特別墓所使用者から徴収することができる。 

第４章 雑則 

 （墓所使用許可証） 

第２５条 市長は、普通墓所使用者及び特別墓所使用者に墓所使用許可証を交付する。 



２ 普通墓所使用者及び特別墓所使用者は、墓所使用許可証に記載された事項に変更が生じたと

きは、市長に届け出て、墓所使用許可証の書き換えを受けなければならない。 

３ 第１１条の規定により普通墓所使用者より祭祀を承継すべき者は、普通墓所使用許可証の書

き換えを受けなければならない。 

４ 第２１条の規定により特別墓所使用者の地位を承継すべき者は、特別墓所使用許可証の書き

換えを受けなければならない。 

 （利用の制限） 

第２６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、墓苑の利用を拒否し、又は退去を

命ずることができる。 

(１) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者 

(２) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者 

(３) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者 

(４) 管理上必要な指示に従わない者 

(５) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者 

 （委任） 

第２７条 この条例の定めるもののほか、墓苑のこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に財団法人宝塚市都市整備公社により墓苑の使用許可を受けている者

は、この条例の相当規定によりなされた墓苑の使用許可を受けた者とみなす。 

 （宝塚市環境衛生事務手数料条例の一部改正） 

３ 宝塚市環境衛生事務手数料条例（平成２２年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 (３) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑使用許可証の書換又は再交付 １枚につき３００円 

別表第１（第８条関係）   

普通墓所の設置区域 使用面積 位置 金額（１区画につき） 

中地 ４８２，０００円 

前列地 ５０６，１００円 

芝生区域以外の区域 ３㎡未満 

角地 ５３０，２００円 

中地 ６９０，０００円 

前列地 ７２４，５００円 

 ３㎡以上４㎡未満 

角地 ７５９，０００円 

中地 ９６４，０００円 

前列地 １，０１２，２００円 

 ４㎡以上６㎡未満 

角地 １，０６０，４００円 

中地 １，５１８，０００円 

前列地 １，５９３，９００円 

 ６㎡以上 

角地 １，６６９，８００円 

芝生区域 ４㎡  ７７２，０００円 

 備考 芝生区域にあっては、１区画につき３５，０００円に消費税率及び地方消費税率の合計

に１を加えた率を乗じて得た額のカロート使用料を加算した金額とする。 

別表第２（第８条関係） 

普通墓所の設置区域 使用面積 金額（年額） 



墳墓等が造営され

ている場合 

墳墓等が造営されて

いない場合 

３㎡未満 ４，０００円 ５，０００円 

３㎡以上４㎡未満 ６，０００円 ７，５００円 

４㎡以上６㎡未満 ８，０００円 １０，０００円 

芝生区域以外の区域 

６㎡以上 １２，０００円 １５，０００円 

芝生区域 ４㎡ １０，０００円 

 備考 墳墓等が造営されているかの判定は、毎年４月１日時点の現況において行うものとする。 



議案第  号 

   宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例の制定について 

宝塚市環境衛生事務手数料条例新旧対照表 

現行 改正案 

(証明等の事務に係る手数料) (証明等の事務に係る手数料) 

第5条 市長は、前3条に定めるもののほ

か、次に定める事務について、次の各号

に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める金額をその申請する者か

ら徴収する。 

第5条 市長は、前3条に定めるもののほ

か、次に定める事務について、次の各号

に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める金額をその申請する者か

ら徴収する。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

 (3) 宝塚市立宝塚すみれ墓苑使用許可

書の書換又は再交付 1枚につき300円 

(3) 略 (4) 略 

 


