ペット霊園の設置（変更）に関する
市長協議の手引き

平成２７（２０１５）年３月

川崎市

川崎市では、ペット霊 園の設置等が適正に行われることで、公衆衛生を確保し、良好
な生活環境の保全及びペット霊園の設置者等と近隣住民等との良好な関係の構築に資する
ことを目的として「川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱」を制定し指導を行って
います。
ペット霊園の設置を行なう場合は、次の手順を参考に手続きを進めてください。
※

ペット霊園の変更 を行う場合も、市長協議が必要になることがありますので、健
康福祉局健康安全部生活衛生課に御相談ください。

１

事前相談
ペット霊園の設置を 行なう場合は、予定地、規模及び開業見込み時期等について、
事前に御相談ください。
計画の立案に当たっ ては、近隣住民等との良好な関係の構築のため、責任体制を明
確にし、無理のない設置計画及び維持管理計画を立てるようにしましょう。

事業者

川崎市

ペット霊園の設置計画
計画の概要の把握

（変更を行う場合も、市長
協議が必要になることがあ
ります。）

事前相談

関係部局へ連絡
（ペット霊園連絡調整会議）

設置計画の修正
指

ペット霊園設置事業計画書の作成

導

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱（抜粋）

（ペット霊園連絡調整会議）
第１７条

こ の要綱の適 正な実施を図 るため 、ペ ット霊園 連絡 調整会 議（ 以下「調 整会 議」

という。）を設置し、次の者が出席するものとする。
（１）環境局環境対策部環境対策課長
（２）まちづくり局指導部建築管理課建築企画担当課長
（３）健康福祉局健康安全部生活衛生課長
２

調整会議は、必要に応じて健康福祉局健康安全部長が招集し、その議長となる。

３

調整会議の議長は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

４

調整会議の庶務は、健康福祉局健康安全部生活衛生課において処理する。

５

前各 項に 規定するも ののほか、調 整会議 の運 営等につ いて 必要な 事項 は、議長 が調 整会
議に諮って定める。

２

市長との協議の申出
計画が整い書類が準 備できたら、ペット霊園設置事業計画書及び添付書類を提出窓
口である、健康福祉局健康安全部生活衛生課に提出します。
※

書類の提出窓口は健康福祉局健康安全部生活衛生課です。

※

書類を確認後、必要に応じて、修正を指示することがあります。

※

ペット霊園設置事業計画書の写しが必要な場合は、事業計画書を２部提出してくだ
さい。収受印を押印し、１部をお返しします。

※

その他書類で写しが必要な場合は、２部提出していただければ、収受印を押印し、
１部をお返しします。

ペット霊園設置事業計画書（変更の場合は変更事業計画書）
●

記載事項
・

設置予定者の住所、氏名、電話番号

・

ペット霊園の名称、所在地、区域、面積

・

火葬設備の数・規模

・

施設概要

●

添付書類・図面等
・

法人の登記事項証明書（法人以外の場合は代表者の住民票の写し）

・

土地及び建物の登記事項証明書（建物の一部又は全部を使用して納骨堂
のみのペット霊園を設置する場合は建物の登記事項証明書）

・

土地及び隣接地の図面の写し

・

計画平面図

・

火葬設備の構造、処理能力その他の仕様を記載した書類

・

火葬設備等に関する維持管理計画書

等

（変更の場合は、変更に係る記載事項及び添付書類、図面等）

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱（抜粋）

（市長との協議）
第３条

ペット霊園を設置しようとするもの（以下「事業者」という。）は、当該設置に係る

法令上の手続を行おうとする日（法令上の手続を要しない場合にあっては、当該設置の工事
に着手しようとする日）前に、当該ペット霊園の設置等に関する事業計画について、市長と
の協議を行わなければならない。
２

事業者は、前項の規定により市長との協議を行うときは、ペット霊園設置事業計画書（第
１号様式）を市長に提出しなければならない。

３

ペット霊園設置事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）法人の登記事項証明書（事業者が法人以外である場合は、代表者の住民票の写し。）
（２）ペット霊園を設置しようとする土地及び建物の登記事項証明書（建物の一部又は全部を
使 用 し て 納 骨 堂 のみ の ペ ッ ト 霊 園 を 設 置 す る 場 合に あ っ て は、 当 該 建 物 の 登 記 事 項 証 明
書）
（３）ペット霊園を設置しようとする土地及び隣接地に係る不動産登記法（平成１６年法律第
１２３号）第１４条第１項に規定する地図又は同条第４項に規定する地図に準ずる図面の
写し
（４）ペット霊園の計画平面図
（５）火葬設備の構造、処理能力その他の仕様を記載した書類
（６）ペット霊園の火葬設備等に関する維持管理計画書（第２号様式）
（７）その他事業計画の詳細を示す書類

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱（抜粋）

（変更に係る市長との協議等）
第１０条

ペット霊園を設置しているもの（以下「設置者」という。）が、次に掲げる変更を

しようとするときは、当該変更に係る法令上の手続を行おうとする日（法令上の手続を要し
ない場合にあっては、当該変更の工事に着手しようとする日）前に、当該ペット霊園の変更
に関する事業計画について、市長との協議を行わなければならない。
（１）ペット霊園の区域の変更
（２）墳墓予定地の新設、増設又は区域の変更
（３）納骨堂の新設又は増設
（４）火葬設備の新設又は増設
（５）火葬設備を有する施設又は付帯施設の新設又は増設
２

設置者は、前項の規定により市長との協議を行うときは、ペット霊園変更事業計画書（第
１３号様式）を市長に提出しなければならない。

３

ペット霊園変更事業計画書には、第３条第３項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書
類を添付しなければならない。
（準用）

第１１条

第４条から第９条までの規定は、前条第１項の規定による市長との協議を行おうと

する場合に準用する。ただし、設置者が、市長との協議を申し出て、市長が軽易な事項と認
めたときは、第４条及び第５条に基づく手続きは省略することができる。

３

標識の設置
ペット霊園設置事業 計画書を提出後、速やかに、標識を設置し、標識設置届を提出
します。
※

標識を確認後、必要に応じて、修正を指示することがあります。

※

標識は、ペット霊園工事完了届を提出する日まで設置してください。
標識設置届
●

記載事項
・

設置予定者の住所、氏名、電話番号

・

ペット霊園の名称、所在地、標識設置の年月日

●

添付書類
・

標識を設置した場所が明示された図面

・

標識の設置状況が分かる写真

・

標識の記載内容が分かる写真

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱（抜粋）

（標識の設置）
第４条

事業 者は、ペッ ト霊園設置事 業計画 書を 市長に提 出し たとき は、 速やかに 、ペ ット

霊園の設置を 予定 する区 域の外 部から 見や すい場 所に、 標識（ 第３号様式 ）を設 置しな け
ればならない。
２

事業 者は 、前項の規 定により標識 を設置 した ときは、 速や かに、 標識 設置届（ 第４ 号様
式）を市長に提出するものとする。

３

第１ 項の 規定により 設置された標 識は、 第９ 条に規定 する ペット 霊園 工事完了 届を 市長
に提出する日まで設置するものとする。

４

説明会の開催
標識を設置後、速や かに、近隣住民等に対して、事業計画についての説明会を開催
します。
説明会では、次の点に注意してください。

（１）説明会の対象者は、土地の登記事項証明書等で確認してください。
（２）説明会は、多くの近隣住民等が出席しやすい場所と日時を選んで開催してください。
また、対象者の出席状 況に応じて、曜日又は時間を変え開催回数を適宜追加してく
ださい。
（３）説明会の案内は、説明会開催日の１０日前までには、説明会の資料を添付し通知し
てください。
（４）説明は、事業者が責任を持って行ってください。
説明会では、事業者 に係る事項、ペット霊園の名称及び所在地、ペット霊園の概
要、工事着手予定日、 工事完了予定日、ペット霊園の維持管理の方法について説明
してください。
また、ペット霊園の 設置計画に関する意見がある場合の申出方法、申出期限及び
回答方法等を提示し、近隣住民等の了承を得るよう努めてください。
なお、意見の申出は ３０日以内ですが、事業者と申出者の間で日数の増加が了承
された場合は、その日数とします。
工事上の細かい部分 については、事業者に代わって設計者や施工者等が補足説明
を行っても差し支えあ りませんが、専門家以外の者にもわかりやすい説明を行って
ください。その際に、 ペット霊園と地域の生活環境との調和に関する配慮について
も併せて説明してください。
（５）説明会の案内を受け取らなかった方及び欠席した方に対しても、計画を周知するた
め、可能な限りの方策をとるよう努めてください。

５

近隣住民等説明会実施報告書
説明会の実施後、速 やかに、近隣住民等説明会実施報告書を提出してください。な
お、複数回説明会を開 催した場合は、予定したすべての説明会実施後、提出してくだ
さい。また、必要に応 じて説明会を追加した場合は、その都度、速やかに、提出して
ください。
個別訪問を行った場 合は、その状況を詳細に記録したものを提出してください。ま
た、説明会の案内を受 け取らなかった方及び欠席した方への対応についても報告して
ください。
※

報告書の内容を確 認する必要がある場合は、報告内容を近隣住民等に開示し、説
明の内容と相違ないことを確認することがあります。

※

説明の内容が不十 分であると判断される場合には、必要に応じて、再度説明会を
開催し、報告書を提出するよう指導することがあります。
近隣住民説明会実施報告書
●

記載事項
・

設置予定者の住所、氏名、電話番号

・

ペット霊園の名称、所在地

・

説明会の日時、場所、参加者数

●

６

添付書類
・

説明対象者名簿

・

出席者名簿

・

説明会の配布資料

・

説明会の議事録

意見の申出
意見の申出は、文書で受け取るようにしてください。
また、次に掲げる意 見等の申出があった場合で、正当な理由があると認めるときは
対応してください。

（１）公衆衛生等の観点から考慮すべき意見
ペット死体の衛生的な取扱いに関すること等が考えられます。
（２）ペット霊園の構造設備と周辺環境の調和等に対する意見
障壁、ごみ集積設備 、駐車場、緑地等のペット霊園の構造設備について、配置や
構造的な内容を地域の 環境と調和したものとしていくこと、防犯対策に関すること
等が考えられます。
（３）ペット霊園等の建設工事の方法等についての意見
建設工事に伴う騒音 、振動、土砂の流出や決壊、交通阻害の観点から工事の期間
や時間、危害防止方法に関すること等が考えられます。

７

意見の申出に対する回答
意見の申し出に対し ては、文書で、明確に、わかりやすく回答し、速やかに、意見
に対する回答実施報告書を提出してください。
なお、複数回答した場合は、その都度、提出してください。
また、回答するにあ たって、個別訪問を行った場合はその状況を詳細に記録したも
のを提出してください。
※

意見に対する回答 実施報告書の内容を確認する必要がある場合は、意見に対する
回答実施報告書の内容 を当該意見の申出者に開示し回答の内容が相違ないことを確
認することがあります。

※

回答の内容が不十 分であると判断される場合には、必要に応じて、再度回答し意
見に対する回答実施報告書を提出するよう指導することがあります。

意見に対する回答実施報告書
●

８

記載事項
・

設置予定者の住所、氏名、電話番号

・

ペット霊園の名称、所在地

・

回答年月日、回答した相手、回答の内容

協議の申出
協議の申出は、文書で受け取るようにしてください。
近隣住民との良好な 関係の構築のため、形式的な実施でなく、可能な限り双方の意
見の一致が図られるよ う協議を行い、合意又は確認した事項について文書に記録し、
遵守するようにしてください。

９

近隣住民等協議実施報告書
協議終了後、速やか に、近隣住民等協議実施報告書を提出してください。なお、複
数協議した場合は、その都度、提出してください。
協議するにあたって 、個別訪問を行った場合はその状況を詳細に記録したものを提
出してください。
※

近隣住民等協議実 施報告書の内容を確認する必要がある場合には、近隣住民等協
議実施報告書の内容を 当該協議の申出者に開示し協議の内容が相違ないことを確認
することがあります。

※

当該協議の申出者 との協議の内容が不十分であると判断される場合には、必要に
応じて、再度協議し近 隣住民等協議実施報告書を提出するよう指導することがあり
ます。

※

近隣住民等との協 議の結果、計画の変更を行う場合は、健康福祉局健康安全部生
活衛生課に御相談ください。

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱（抜粋）

（説明会の開催等）
第５条

事業 者は、前条 第１項の規定 により 標識 を設置し たと きは、 速や かに、近 隣住 民等

に対し、ペッ ト霊 園の設 置等に 関する 事業 計画に ついて 、説明 会を開催し 、当該 事業計 画
に対する理解を十分に得るよう努めなければならない。
２

前項の説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

（１）事業者に係る事項
（２）ペット霊園の名称及び所在地
（３）ペット霊園の概要
（４）工事着手予定日
（５）工事完了予定日
（６）ペット霊園の維持管理の方法
（７）次項に規定する意見及び第５項に規定する協議の申出の方法及び申出先
３

近隣 住民 等は、第１ 項の規定によ る説明 会終 了後、３ ０日 以内に 事業 者に意見 を申 し出
ることができる。

４

事業 者は 、前項の規 定による意見 の申出 があ ったとき は、 当該申 出を した近隣 住民 等に
対し、回答しなければならない。

５

近隣 住民 等は、前項 の規定による 回答に 不服 があると きは 、事業 者に 協議を申 し出 るこ
とができる。

６

事業 者は 、前項の規 定による協議 の申出 を受 けたとき は、 協議に 応ず るよう努 める もの
とする。

７

事業者は、第１項の説明会を実施したときは近隣住民等説明会実施報告書（第５号様
式）を、第４項の規定による回答をしたときは意見に対する回答実施報告書（第６号様
式）を、前項の規定による協議をしたときは近隣住民等協議実施報告書（第７号様式）
を、速やかに、市長に提出するものとする。

10

市長協議の終了
手続終了後、川崎市長から協議済通知書が送付されます。
建築確認申請等の法令に基づく手続きは、協議済通知書受領後に行ってください。

川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱（抜粋）

（協議済通知書の送付等）
第７条

市長 は、 事業 者 から提出され たペ ット 霊園設置 事業計画書 の内 容を審査 し、ペット

霊園が前条 に規 定する 設 置基準に適合している と認め、 かつ 、第 １条の 目的に照 らし て、
修正を指示 すべ き事項 が ないと認めるときは、 第５条各 項に 定め る手続 が終了し た後 に、
協議済通知書（第８号様式）により、当該事業者に通知するものとする。
２

市長は、 前項 の規 定 による審査に より 、修 正すべき 事項がある とき は、必要 に応じて、
事業計画修正指示書（第９号様式）により、当該事業者に指示するものとする。

３

事業者は 、協 議済 通 知書を受けた 後で なけ れば、ペ ット霊園の 設置 に係る法 令上の手続
（法令上の手続を要しない場合にあっては、当該設置の工事の着手）を行ってはならな
い。

ペット霊園の設置（変更）に関する市長協議の手引き
平成２７（２０１５）年３月策定
川崎市健康福祉局健康安全部生活衛生課
電話：０４４−２００−２４４７
ＦＡＸ：０４４−２００−３９２７

