
我孫子市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則の一部を改  

正する規則  

  

我孫子市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則（平成２２年規則

第５９号）の一部を次のように改正する。  

  

改正後  改正前  

（移動火葬車を使用した火葬処理業

務の届出）  

（移動火葬車を使用した火葬処理業

務の届出）  

第２条 略  第２条  略  

２  前項の届出書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。  

２  前項の届出書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。  

(1) 略 (1) 略  

(2)  焼骨を埋蔵する施設又は収蔵

するための設備を有する施設と

の契約書の写し（契約を締結して

いる場合に限る。）  

(2)  焼骨を埋蔵する施設との契約

書の写し（契約を締結している場

合に限る。）  

(3)から(5)まで  略 (3)から (5)まで  略 

３ 略  ３ 略  

（事前協議）  （事前協議）  

第４条  条例第５条第１項に規定する

事前協議は、我孫子市ペット霊園設

置（変更等）許可事前協議書（様式

第４号）により行うものとする。  

第４条  条例第５条第１項に規定する

事前協議は、我孫子市ペット霊園設

置（変更）許可事前協議書（様式第

４号）により行うものとする。  

２  前項の協議書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。  

２  前項の協議書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。  

(1)  ペット霊園の区域又は敷地の

周囲 100メートル（火葬施設を有

する場合は、 200メートル）の区

(1)  ペット霊園の区域又は敷地の

周囲 100メートルの区域の状況を

明らかにした縮尺 2,500分の１の



域 の 状 況 を 明 ら か に し た 縮 尺

2,500分の１の現況図（住宅等の

位置を示したもの）  

現況図（住宅等の位置を示したも

の）  

(2)及び(3) 略  (2)及び (3) 略  

(4)  ペット霊園を設置しようとす

る土地に係る登記事項証明書（建

物の一部又は全部を使用して火

葬施設又は納骨堂を設置する場

合にあっては、当該建物に係る登

記事項証明書）  

(4)  ペット霊園を設置しようとす

る土地に係る登記事項証明書（建

物の一部又は全部を使用してペ

ットの焼骨を収蔵する施設（以下

「納骨堂」という。）のみを設置

する場合にあっては、当該建物に

係る登記事項証明書）  

(5)及び(6) 略  (5)及び (6) 略  

３  条例第５条第４項に規定する協議

終了の通知書は、我孫子市ペット霊

園設置（変更等）協議終了通知書（様

式第５号）とする。  

３  条例第５条第４項に規定する協議

終了の通知書は、我孫子市ペット霊

園設置（変更）協議終了通知書（様

式第５号）とする。  

（説明会の開催）  （説明会の開催）  

第６条  申請予定者は、条例第７条第

１項又は第２項の規定による説明会

を開催しようとするときは、あらか

じめ開催の日時、場所、方法等につ

いて、当該開催の日の 14日前までに、

その旨を近隣住民等又は説明会対象

者に周知しなければならない。  

第６条  申請予定者は、条例第７条第

１項の規定による説明会を開催しよ

うとするときは、あらかじめ開催の

日時、場所、方法等について、当該

開催の日の 14日前までに、その旨を

近隣住民等に周知しなければならな

い。  

２  説明会において説明する事項は、

次に掲げるとおりとする。  

２  説明会において説明する事項は、

次に掲げるとおりとする。  

(1) 申請予定者の氏名及び住所（法

人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地及び代表者の氏

名） 

(1) 申請予定者の氏名及び住所（法

人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地並びに代表者の

氏名及び住所）  



(2)から(8)まで 略 (2)から (8)まで  略 

（設置及び変更等の許可申請）  （設置及び変更の許可申請）  

第７条  条例第８条の申請書は、我孫

子市ペット霊園設置（変更等）許可

申請書（様式第８号）とする。  

第７条  条例第８条の申請書は、我孫

子市ペット霊園設置（変更）許可申

請書（様式第８号）とする。  

２  前項の申請書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。ただ

し、市長が認めるときは、その一部

を省略することができる。  

２  前項の申請書には、次に掲げる書

類を添付しなければならない。ただ

し、市長が認めるときは、その一部

を省略することができる。  

(1) 略 (1) 略 

(2) 我孫子市ペット霊園設置（変更

等）協議終了通知書の写し 

(2)  我孫子市ペット霊園設置（変

更）協議終了通知書の写し  

(3) 近隣住民等（説明会対象者）説

明会実施報告書（様式第９号）  

(3)  近隣住民等説明会実施報告書

（様式第９号）  

(4) 略 (4) 略  

(5)  説明会の開催について通知し

た近隣住民等又は説明会対象者

の名簿並びに当該説明会に出席

した者の氏名及び住所を記載し

た名簿  

(5)  説明会の開催について通知し

た近隣住民等の名簿並びに当該

説明会に出席した者の氏名及び

住所を記載した名簿  

(6)  意見の申出に係る近隣住民等

（説明会対象者）協議報告書（様

式第10号）（条例第７条第４項の

規定による協議を行った場合に

限る。）  

(6)  意見の申出に係る近隣住民等

協議報告書（様式第 10号）（条例

第７条第３項の規定による協議

を行った場合に限る。）  

(7) 略 (7) 略  

(8)  ペット霊園の設置に係る資金

計画に関する書類（申告書の写

し、残高証明書、ペット霊園の設

置又は変更等に係る費用の見積

(8)  ペット霊園の設置に係る資金

計画に関する書類（申告書の写

し、残高証明書、ペット霊園の設

置又は変更に係る費用の見積書



書等） 等）  

(9) 略 (9) 略  

（許可書の交付及び不許可通知）  （許可書の交付及び不許可通知）  

第９条  条例第 12条第１項の許可書

は、我孫子市ペット霊園設置（変更

等）許可書（様式第 11号）とし、同

項の規定による不許可の決定の通知

は、我孫子市ペット霊園設置（変更

等）不許可通知書（様式第 12号）に

よるものとする。  

第９条  条例第 12条第１項の許可書

は、我孫子市ペット霊園設置（変更）

許可書（様式第 11号）とし、同項の

規定による不許可の決定の通知は、

我孫子市ペット霊園設置（変更）不

許可通知書（様式第 12号）によるも

のとする。  

（廃止届）  （廃止届）  

第 13条  条例第 16条第１項の規定によ

る届出は、我孫子市ペット霊園廃止

届（様式第 17号）により行うものと

する。  

第 13条  条例第 16条の規定による届出

は、我孫子市ペット霊園廃止届（様

式第17号）により行うものとする。  

 （既設ペット霊園の届出）  

 第 16条  条例附則第２項の規定による

届出は、我孫子市既設ペット霊園届

（様式第 19号）により行うものとす

る。  

 ２  前項の届出書には、第４条第２項

各号に掲げる書類を添付しなければ

ならない。  

第16条  略  第17条  略 

 様式第１号中「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表者の氏名」に、

「埋蔵する施設」を「埋蔵する施設又は収蔵するための設備を有する施設」に

改める。  

様式第２号及び様式第３号中「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表

者の氏名」に改める。  

様式第４号（表）中「我孫子市ペット霊園設置（変更）許可事前協議書」を



「我孫子市ペット霊園設置（変更等）許可事前協議書」に、「並びに代表者の

氏名及び住所」を「及び代表者の氏名」に、  

「□ 敷地又は墳墓の区域変更    「□  墳墓の区域変更  

□ 納骨堂の新設又は増設      □ 火葬施設の新設又は増設  

□ 火葬施設の新設又は増設  」を  □ 納骨堂の新設又は増設    」に  

改め、同様式（裏）中「敷地若しくは墳墓」を「墳墓」に改める。  

 様式第５号中「我孫子市ペット霊園設置（変更）協議終了通知書」を「我孫

子市ペット霊園設置（変更等）協議終了通知書」に、「設置（変更）」を「設

置（変更等）」に、 

「□ 敷地又は墳墓の区域変更    「□  墳墓の区域変更  

□ 納骨堂の新設又は増設      □ 火葬施設の新設又は増設  

□ 火葬施設の新設又は増設  」を  □ 納骨堂の新設又は増設    」に  

改める。  

様式第６号中  

「□ 敷地又は墳墓の区域変更    「□  墳墓の区域変更  

□ 納骨堂の新設又は増設      □ 火葬施設の新設又は増設  

□ 火葬施設の新設又は増設  」を   □  納骨堂の新設又は増設    」に、 

「お問い合わせ」を「お問合せ」に、「ご連絡」を「御連絡」に改める。  

 様式第７号中「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表者の氏名」に、

「変更」を「変更等」に改める。  

 様式第８号中  

「我孫子市ペット霊園設置（変更）許可申請書」を  

「        （表）  

我孫子市ペット霊園設置（変更等）許可申請書」に、  

「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表者の氏名」に、  

「□ 敷地又は墳墓の区域変更    「□  墳墓の区域変更  

□ 納骨堂の新設又は増設      □ 火葬施設の新設又は増設  

□ 火葬施設の新設又は増設  」を   □  納骨堂の新設又は増設    」に  

改め、同様式（裏）中「敷地若しくは墳墓」を「墳墓」に改める。  

 



 様式第９号中「近隣住民等説明会実施報告書」を「近隣住民等（説明会対象

者）説明会実施報告書」に、「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表者

の氏名」に、「変更」を「変更等」に改める。  

様式第１０号中「意見の申出に係る近隣住民等協議報告書」を「意見の申出

に係る近隣住民等（説明会対象者）協議報告書」に、「並びに代表者の氏名及

び住所」を「及び代表者の氏名」に、「第７条第３項」を「第７条第４項」に

改める。  

様式第１１号中「我孫子市ペット霊園設置（変更）許可書」を「我孫子市ペ

ット霊園設置（変更等）許可書」に、「変更」を「変更等」に、「６０日」を

「３か月」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「６月」を「６か月」に、

「決定」を「裁決」に改める。  

様式第１２号中「我孫子市ペット霊園設置（変更）不許可通知書」を「我孫

子市ペット霊園設置（変更等）不許可通知書」に、「変更」を「変更等」に、

「６０日」を「３か月」に、「異議申立て」を「審査請求」に、「６月」を「６

か月」に、「決定」を「裁決」に改める。  

様式第１３号及び様式第１４号中「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び

代表者の氏名」に改める。  

様式第１５号中「変更」を「変更等」に改める。  

様式第１６号中「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表者の氏名」に

改める。  

 様式第１７号中「並びに代表者の氏名及び住所」を「及び代表者の氏名」に、

「第１６条」を「第１６条第１項」に改める。  

 様式第１９号を削る。  

 

附 則  

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  


