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要旨

　1960 年代には爆発的な人口増加をとげ，東京への異常なまでの人口流入，核家族化など社会
構造が大きく変化した。人口が驚異的に増加した東京は，その隙間を無くすかのように，建物
で埋め尽くされ，都市施設の増加も余儀なくされた。これに伴い，東京では墓地需要が増大し，
都市計画上，立地等の規制がない為に墓地が無作為に建設され，様々な都市問題を引き起こし
ていると言える。
　首都圏全体で見ると墓地数は不足しており，都市化の進展やそれに伴う地価の高騰等により
新たな墓地用地を確保することは極めて困難な状況となっており，都市施設としてあるべき墓
地の抱える問題となっている。全日本墓園協会の予測によると，1985 年～2000 年の 15 年間
の全国の墓地需要 294 万基のうちの４分の１を首都圏が占めており，墓地不足は首都圏では深
刻化しているのが現状である。こうした 2 つの矛盾した現象が同時に起きた理由として都市生
活者の死生観の変化と，人口構成の急激な変化等の複合的な理由が考えられる。こうした死生
観の変化に柔軟に対応できると共に，急激に増大する需要に対応できるのが事業型墓地だと言
える。
　このような問題意識から本研究では，東京都における事業型墓地に着目し，都市計画の視点
から公営墓地と比較し，事業型墓地をコントロールしていると思われる墓地の需要・供給，行
政，開発・経営について調べた結果，東京都における墓地需要に対しては，供給が追いついて
いないことが事業型ビジネスを拡大させる要因となっていること，行政では事業型墓地を取り
締まる法律がないこと，墓地の経営については，宗教法人の名義貸しなどが行なわれ，墓地開
発・経営の健全化が必要であることがわかった。
　また，事業型墓地の分布図を作成し，事業型墓地開発以前の土地利用の調査を行なった結果，
事業型墓地の立地は，23 区内で平均的なものではなく非常に偏りがあり，さらにそれらはその
分布の特徴からいくつかの種類に分類できる。特に，東京 23 区内では北部の板橋区エリア，東
部の葛飾区・江戸川区・江東区エリアには鉄鋼所や資材置き場の工場跡地に，比較的面積が大
きい公園式墓地が立地する傾向があり，港区，台東区などの江戸時代から寺院が多く集まる場
所には，寺院型墓地が事業型墓地へと転換したものが多いことがわかった。



　これらのことを踏まえて，事業型墓地の課題としては，墓地開発において行政が介入すべき
であること，墓地ビジネスの健全化，都市計画による位置づけの明確化が挙げられる。また，
墓地は「永続性」と「非営利性」を掲げた都市施設であり，公共性を持たせることで，都市空
間に資するような空間へと導くコントロールができると考えた。
　
　１章では、本研究の背景、目的、対象、手法、および構成を記している。また、関連する分
野の既往研究を明らかにしている。

　２章では、墓地の定義を行い、墓地と認可されている施設を、経営主体の違いから、個人型
墓地・村落共同型墓地・寺院型墓地・公営型墓地・事業型墓地の５つに分類している。事業型
墓地とは，宗教法人等が経営主体となり，宗教性を問わずに不特定多数人に使用させる墓地と
する。寺院が経営する墓地でも，宗派を問わず墓地使用を認める寺院の経営する墓地はこれに
属する。また，財団法人が経営する外人墓地等についてもこれに属することとする。東京都に
はおよそ 150 箇所の事業型墓地が存在する。その他に、本研究の中で理解しておくべき用語を
整理している。

　３章では、戦後、特に 1950 年に民営墓地が急激に増えていることを明らかにし、1946 年内
務省および厚生省から出された通達文内容（通達文 3-1）により，民間経営による事業としての
墓地開発が始まったことを導き出している。また、種々の人口統計と、都市部への人口流入お
よび核家族化を考えると，都心部での墓地需要は高まることが予想される。また対極問題とし
て地方での無縁墳墓は増加しているため，日本全体でのバランスを考えると非常に効率が悪い。
　現在，首都圏では墓地需要の一極集中化現象が発生している。さらに，この墓地需要に目を
付けた企業が出現し，墓地のあり方が大きく変化しようとしている。墓地の将来的な需要は，
親から分家した世帯数の増加率や，年間死亡者数の増加率などから詳しくは予測されるが，大
枠の数値では，首都圏では年間死亡者数の約３割，地方では約２割が，新規に墓地を探すこと
になると考えられている。2010 年には全国で年間 28 万区画もの新規墓地（霊園）の需要が発
生するともいわれ，供給量をそれにあわせるには，急ピッチで新しい墓地を作らなければなら
ないことが明らかとなった。

　４章では、墓地という制度が行政の中でどのように扱われてきたか、そして現在どのように
扱われているのかを整理している。現在の墓と墓地は，1948年5月31日に施行された「墓地、
埋葬等に関する法律」によっている。古代の墓制は行政の管理する所ではなかった。墓が行政
によって管理されるようになったのは明治維新後であり，行政管理の下に至る背景は様々であ
ったとされるが，本章では行政管理が始まったところから述べている。
　1884 年に太政官布達として「墓地及埋葬取締規則」が交付される。これにより，墓地は行政



が管理する所となり，墓地・火葬場とともに許可制となる。この取締規則が墓地・火葬場に与
えた影響は大きく，のちに 1948 年に日本国憲法の定める「墓地，埋葬等に関する法律」が制定
された。また，1889 年には現在でいう都市計画にあたる市区改正設計が出され，さらに 1903
年には市区改正新設計が打ち出され，墓地及び火葬場に対する規制が都市計画上でも配慮され
るようになった。さらに，「墓地，埋葬等に関する法律」」第 10 条によると，墓地を経営するに
は，都道府県知事の許可が必要であると定められている。厚生省の通達からは，本来墓地経営
は地方公共団体が行うべきものとされ，やむを得ない場合でも財団または宗教法人の公益団体
と限定されている。
　また、墓地にどういった法律や規制が関係しているかを，衛生面，宗教法人，都市計画の３
つに分けて整理した。衛生面としては、墓地及埋葬取締規則・墓地，埋葬等に関する法律。宗
教法人関係としては、宗教団体法・宗教法人法。都市計画関係としては、都市計画法・墓地計
画標準・建築基準法をまとめ、それぞれの特徴と問題点を整理している。
　そして、現在の墓地行政のあり方を考えると、今後の展望として以下のような可能性をあげ
ている。
・墓地を国民生活にとって必要なもので，公共的な施設であるとするならば，行政や地方公共
団体が墓地を設置経営することは必要である為，一般住民が利用する墓地の新設において，行
政および地方公共団体が墓地のニーズを十分に検討した上で，設置，経営することが望ましい
こと。
・墓石を建立した墓地に葬るという習慣が一般大衆まで広く普及したのは比較的新しいことで，
この葬法は万国共通の普遍のものというわけではないが，家族の多様化や，狭い国土で墓地造
成に限りがあること等も考えると，納骨堂の利用や，有期限制の墓地利用など，墓地供給につ
いての新たな視点も重要と考えられること。
 ・このほか，適切な墓地行政が行われるためには，経営許可の審査時から許可後の経営管理の
チェック時を通じて，自治体相互間及び同一自治体内で連携をとること。

　５章では、現在，墓地需要に対し，供給が追いついていないのが現状で，公営墓地公募数を
見る限り，民営墓地に供給体制をゆだねており、墓地行政の不具合により，こういった事業型
墓地が出現したことを述べている。さらに、事業型墓地の場合（寺院型墓地も共通することで
あるが），経済的意味での「経営」を行なわねばならず，資本を投資して墓地を開発し，その使
用権の売買および管理費から資本を上回る利益を回収することが前提条件となる。これは，一
般的にいう不動産開発と類似しており，利益を得る為に，用地の取得段階から専門的な宗教事
業コンサルタント等が介入することが多い。介入する企業としては，霊園ビジネスに目を付け
た新手の開発企業や墓石業者などである。これらは宗教法人としての許認可を得にくいため，
既に宗教法人の認可を得ている寺院墓地を経営している住職等に，霊園開発の話を持ちかける
場合がある。また，墓地を経営しようとする宗教法人が，自ら資金調達をし，開発を不動産業



者や墓石業者に委託することもある。事業型墓地の経営において，住職による名義貸し等が行
なわれた場合，運営に関しては，墓石業者と住職の提携具合にもよるが，管理収入で事業を成
立させなければならない。ここで，墓地の「永続性」という観点からみると，大変危険な開発
である。仮に，資金調達がうまくいかなかったとすると，墓地経営を中断することもあり得る
訳であり，ここに「永続性」の保証において矛盾が生じていると思われる。行政はこれに関し
て，名義貸しが行なわれていることが指摘しにくいこと，取り締まる法律が存在しないこと等
から，規制することは難しい。また，墓地の経営許可と土地開発行為の許可とは法律内容が異
なることから，墓地を経営する者と墓地を開発造成する者が，同一の者でなくても法律上支障
がないことになる。
　よって，経営面に関しては墓地経営許可を下す時点で，慎重に扱われるべきであり，新たな
る法律が必要であると提言している。

　6 章では東京都に存在する墓地の地図を，事業型墓地の分布傾向を考察するために作成するこ
とを試みた。2 章で分類した寺院型墓地，公営型墓地，事業型墓地の分布図を作成し，これらを
通して，分布形態から事業型墓地を分類し，どういう場所に立地しやすいかを地図から読み取
った。
　東京都における墓地の住所については，それを管理する所に情報開示の請求を行なった。管
理は，東京 23 区内では各区役所の保健所生活衛生課環境衛生係で経営許可申請および管理を行
なっている。また 23 区外においては，東京都福祉保健局健康安全室環境衛生課指導係にて業務
を行なっている。開示請求申請内容は以下の内容を記述して行なっている。
23区内
「区内における墓地および納骨堂の名称，所在地，経営者，面積，経営許可年月日がわかるも
の（墓地台帳または一覧）」
23区外
「東京都内（23 区内を除く）の墓地台帳（個人墓地を除く）のうち，墓地名称，所在地がわか
るもの（台帳または一覧）」
　その結果、以下の結果が分かった。
・事業型墓地は板橋区(6箇所)，港区（9箇所），葛飾区（5箇所）に多いこと。
・中野区には事業型墓地は存在しない。
・事業型墓地は麻布エリアと台東エリアに密集し，皇居を囲むように分布している。
・皇居を中心に南東方向を除き，同心円上に数が減少していく。
・板橋区，世田谷区の事業型墓地は全て1990年代以降に開発されている。
・江東区では事業型墓地は地価の安い場所，港区の麻布では他の地区よりも一段高い場所に立
地している。
・用途地域別にみると北部，東部の事業型墓地は工業地に立地する傾向がある。



以上より、北部では板橋，東部では江東，葛飾エリアに公園型の事業型墓地が開発されている
こと。麻布，文京などの高級住宅街では，マンションタイプの事業型墓地が開発されているこ
と。容積率が高い場所においては，墓地区画が小さく，コンパクト化が進んでおりマンション
タイプの墓地や納骨堂の割合が高くなることがわかった。

　７章では、以上の調査および分析をもとに、事業型墓地に課せられる課題を、
(1)墓地ビジネスの健全化、(2)行政参加の運営・管理、(3)都市計画法での規制、(4)墓埋法の見直
し、(5)公共性を取入れること、(6)ある程度の面積を保有すること、(7) 利用度を高めること、
の７点にしぼって論じている。。
　事業型墓地が，都市の中で乱開発されていく，一番の理由は都市計画における専門的な知識
の不足による所である。都市における公共性が反映され，都市生活者にとって住み心地が良く，
快適だと感じるのは，昔ながらの伝統的なものか，専門家によって，または慎重な調査から得
られた情報をもとに事業を計画されたものである。よって，事業型墓地に関しても，専門家，
行政，事業者との連携の下で，開発が進められなければならない。「非営利性」と「永続性」を
追求するならば行政の介入は必ずなければならない。
　事業型墓地をコントロールするという点に着目すると，事業主が儲けの為に墓地開発を行な
っているのであれば，墓地価格の競争という概念を取り除いてやることで改善策は得られるの
ではないだろうか。こうしたコントロール手法としては、(1)開発区域指価格一律化方式、(2)葬
送都市計画方式、(3)都心には墓地を造らないようにする、などの可能性があることを提言して
いる。

　８章では、東京よりも遅くに都市化を迎えたにもかかわらず，墓地政策に取り組むソウルに
着目し、その現地調査の結果をまとめている。韓国のソウル市役所では，2001 年に福祉健康局
老人福祉課葬事文化チームを立ち上げ，墓地不足問題に対する解決策と理想的な墓地のあり方
を模索してきた。ソウル市の飛躍的な都市の発展は韓国の墓地形態を大きく変化させた。従来
の韓国の葬送文化は土葬であり，面積を必要とするためソウル市の発展の為には，墓地は開発
の妨げとなっていた。ソウル市には人口が流入し生活者が増加し，同時に墓地需要も高まった
が，都市の発展のためには墓地の面積は縮小を余儀なくされた。このため，土地を必要とする
土葬文化そのものを見直し，火葬を推奨した。墓地面積の確保と同時に韓国の伝統的な葬送文
化をも変えてしまった。
　葬事文化チームでは，現在ソウル市における墓地形態を散骨へと移行させようと計画してい
る。ソウル市の条例によると 1998 年 8 月 6 日からはソウル市では個人用地およびグリーンベ
ルトと呼ばれる墓地禁止地区（個人の用地でもグリーンベルトでは墓地として使用してはいけ
ない）を除いて，土葬を禁止し火葬を義務づけた。また，市が経営する墓地において 2003 年 5
月 1 日からは散骨も認め推奨している。現在はソウル市が経営する墓地施設では 4 つの決まっ



た場所に散骨するように管理されている。個人の特別な場所が設けられないことから，個別散
骨も容認していく方針である。また 2006 年 1 月には完全に自然葬（散骨・樹木葬）になる予
定で，今後樹木葬用の施設を開発する計画である。韓国の火葬場は 1930 年 3 月 1 日に初めて
建設された。また無縁墓に関しては 3 年に 1 度無縁墓の調査を行い，一定期間告知した上で無
縁墓を処理している。このように行政による取り組みにより人為的に，土葬文化から火葬文化
へと変わり，さらには散骨文化に発展している。
　現在ソウル市では，施設管理公団に市営墓地の管理を委任している。この施設管理公団はあ
くまで管理のみを行なう機関である。

　９章として、本研究のまとめと今後の課題を示している。また、付録として東京都条例、東
京都の墓地全住所録、GISにより作成した墓地の地図をのせている。
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1-1　研究背景

　戦後，大都市東京は，地価の高騰とともに，利益向上の妨げとなる刑務所や墓地等を郊外へ
と追いやってきた。1960年代には爆発的な人口増加をとげ，東京への異常なまでの人口流入，
核家族化など社会構造が大きく変化した。人口が驚異的に増加した東京は，その隙間を無くす
かのように，建物で埋め尽くされ，都市施設の増加も余儀なくされた。これに伴い，東京では
墓地需要が増大し，都市計画上，立地等の規制がない為に墓地が無作為に建設され，様々な都
市問題を引き起こしていると言える。
　東京は人で溢れかえり，もはや快適な生活空間を確保する事さえままならなくなりつつある。
生活スタイルが多極化し，私たちの価値観もそれに伴い変化してきた。日本人の平均寿命が伸
びた為か，墓を確保しておくなどして「死の準備」をする人が増えている。民営の霊園では新
規購入の7割を生前墓が占めている。最近の傾向としては，死後の住処も自分で決めたいとい
う人が増え，自分の個性にあったスタイルを選択することができる。墓石がデザインされたデ
ザイナーズ墓地，比較的値段が安く場所をとらない壁墓地（八柱霊園，小平霊園）ロッカー式
墓地など，お墓のマンションといったものも登場している。首都圏では人気が高く，特にマン
ションタイプの墓地は人気ですぐに完売となる傾向にある。

　 　
写真 1-1　多様化する墓地

　
　一方で，首都圏全体で見ると墓地数は不足しており，都市化の進展やそれに伴う地価の高騰
等により新たな墓地用地を確保することは極めて困難な状況となっており，都市施設としてあ
るべき墓地の抱える問題となっている。全日本墓園協会の予測によると，1985年～2000年の15
年間の全国の墓地需要294万基のうちの４分の１を首都圏が占めており，墓地不足は首都圏で
は深刻化しているのが現状である。こうした二つの矛盾した現象が同時に起きた理由として都
市生活者の死生観の変化と，人口構成の急激な変化等の複合的な理由が考えられる。こうした
死生観の変化に柔軟に対応できると共に，急激に増加する需要に対応できるのが事業型墓地だ
と言える。
　都心では，墓地の不足問題がある一方，地方では過疎化が進み，墓地継承問題も深刻な問題
となっている。時代の変化により，多様化した墓地のカタチとして出現してきたのが事業型墓
地であり，現代を反映しているものだと考えることができる。
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1-2　既往研究

　本研究を行うにあたり，参考にした既往研究をあげておく。
主に，歴史，葬送空間，墓地需要研究の３つに分類する事ができる。本研究は事業型墓地の成
立についての歴史的研究，事業型墓地の景観の空間的分析，需要を交えた都市計画における墓
地のあり方について論じており，歴史，葬送空間，墓地需要についての３分野を複合させた研
究と言える。

墓墓地の歴史研究

� 槇村久子　「近代日本墓地の成立と現代的展開」

� 星野裕司　「平安京葬地の風土的考察」

� 太田喜美恵　「近代墓地と都市計画の関係 -明治期を対象として-」　2004

� 鈴晃樹　「死者の都市 -墓地からみた江戸・東京の変容-」　2005

葬送空間に関する研究

� 安達慶洋，竹内紗弥子　「葬送空間のあり方：都市施設としての墓地の現状とあり方」

� 菊池浩行，永井敏　「東京都営霊園にみる葬送施設のあり方」

� 川野純　「都市施設としての葬送空間のあり方」

� 阿部裕介，川岸隆之，須賀田亮　「忌避施設からの脱逆：日米比較から探る都市施設とし

ての墓地」

� 安達慶洋　「都市施設としての葬送空間のあり方-葬送諸施設内における物的仕掛けと第

三者への作用-」

� 横田睦，八木澤壮一　「納骨施設の現状から見た，東京都区部における墓地以外の葬送空

間に関する考察」

� 池潤　「都市における葬送空間に関する研究 -福岡市圏を事例として考察する-」

� 渡辺俊一　「都市計画からみた葬送空間」

墓地需要に関する研究

� 青木義次，横田睦，大佛俊泰

「墳墓需要に関する要因分析」

「墳墓需要特性の空間分布」

「多様な取得状況を考慮した必要墳墓数の推移」

� 金岡毅，柳川一博，島崎敏　「都市における必要な墓地数の予測」

� 財団法人　広域関東圏産業活性化センター

「墓地の需給調査と新しい事業スキームの研究報告所」
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1-3　目的

　本研究では事業型墓地の課題とコントロール手法を明らかにし，新たな墓地のあり方につい

て提言することを目的とする。
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1-4　研究対象

　　東京都における個人型墓地および村落共同墓地を除く全ての墓地及び納骨堂。
ただし，分析地図作成にあたっては，東京 23 区内の個人型墓地および村落共同墓地を除く全
ての墓地及び納骨堂とする。
　　注：墓地の定義については第２章を参照されたい。
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1-5　研究手法

　研究にあたって，東京都における事業型墓地に着目し，都市計画の視点から公営墓地と比較
し，経営・管理においてもそれらの違いを考察する。特に，法律がどのように関与し，規制し
ているかを墓地形成および墓地経営と絡めて考察する。また，墓地の分布形態から，その問題
点と課題を上げ，それらについて考察する。
　公営墓地に関しては行政管理のもとに都市計画上の配慮がなされているが，事業型墓地にお
いては法律が果たす役割は非常に小さく，そのような配慮はなされていない。公営型および事
業型墓地ができるまでのプロセスを比較することで事業型墓地の開発及び規制の理想的なあり
方を探る。
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1-6　研究構成

　本論文は９章で構成されており，第１章は序論として，事業型墓地の研究を行うに至った背
景，研究の目的，研究対象，研究手法について述べる。第２章では墓地を分類し，本論文上で
扱う墓地について定義している。第３章，第 4 章および第５章では墓地のコントロール手法に
関する章として，第６章では事業型墓地の分布図に着目して，その課題を抽出する。第 7 章は
第３章～第６章を踏まえての事業型墓地における提言を記述している。
　また，海外事例として韓国の墓事情について第 8章で述べ，第９章を結論とする。

図 1-1　論分構成
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2-1　墓地の定義

　「墓地」とは，墓地，埋葬等の関する法律では墳墓を設ける為に，墓地として都道府
県知事の許可を受けた区域をいう。「墳墓」とは，死体を埋葬し，又は焼骨を埋葬する施
設をいう。さらに，墓地を定義するならば，（壱）狭義の意味での「墓地」と，（弐）広
義の意味での「墓地」に分類できる。

（壱）個人の墓地使用権の対象となる，墳墓をつくるために区画された土地の特定
の一部を意味する。

（弐）複数の「墓所」の集合体，すなわち経営としての通路，駐車場，管理事務所，
休憩所，緑地帯，礼拝施設を含んだ「墓地」を意味する。

　本研究で扱う「墓地」とは，ある者が自らその区域内で墳墓の設置に着手することに
より，または他人に墳墓を設けさせる目的でその区域内の土地の分譲あるいは使用権の
設定に着手することにより，墳墓を設けることに利用されることが確定された土地の区
域をさすこととする。また，本論文では納骨堂も，同様と見なし「墓地」に含めている。

　これらの定義に基づき，墓地と認可されている施設を経営主体の違いから，2-2に示す
５つに分類する事ができる。
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2-2　墓地の分類

　本研究では，墓地を経営主体の観点から以下の５つに分類し定義する。

1 個人型墓地

　個人型墓地とは，個人が自身の所有地に墳墓を設け，墓地として祖先崇拝の対象とし
ている土地をいう。墓地，埋葬等に関する法律（昭和 23 年 5 月 31 日施行）では，墓
地の経営者は地方自治体と宗教法人，財団法人と定められている。この法律の施行以前
に造られた墓地の中には個人墓地も多く存在するが，個人で新たに墓地を造ることはで
きない。本研究で問題にしている墓地問題において，個人型墓地は都市計画上での施設
とういう点では影響を与えないので，以後本研究で使用する「墓地」には含まれないも
のとする。

2 村落共同型墓地

　村落共同型墓地とは，村落共同体によって維持・管理されてきた共同墓地を対象とす
る。原則として，村落共同体に属すものだけが使用できる。特定の個人の所有する土地
ないし共有地の提供により共同墓地としているケースもあるが，一族のみの使用でない
点で個人型墓地と区別する。

3 寺院型墓地

　寺院墓地とは寺院境内で経営している墓地のことをさす。寺院墓地を所有するとい
うことは，その寺院の檀家になることを指し，宗旨・宗派は寺院の教えに従っていく
ことにある。しかし，最近では信仰の薄れから宗旨・宗派を問わず，檀家にさえなれ
ば良いという場合も見受けられ，従来の規則が緩和されつつある。

　寺院型墓地は以下の二つのパターンに分類される。

壱) 同一宗派寺院型墓地

同一宗派に属する檀信徒のみに墓地使用を認める寺院の経営する墓地を対象とする。

弐) 多宗派寺院型墓地

過去の宗旨・宗派は問わず，墓を購入した際にそのお寺の檀家になる，または在来
仏教のみに認めるなどの同一宗派に限定せず墓地使用を認める寺院の経営する墓地
を対象とする。他の宗派の信者に対して墓地使用を認めるようになったことも檀家
制度の希薄化と関連していると考えられる。
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写真 2-1　文京区　吉祥寺寺院墓地風景

4 　公営型墓地

　公営型墓地とは，国又は地方公共団体が経営主体となって管理している墓地を対象
とする。

（例）染井霊園
住所：豊島区駒込5-5-1
面積：67,911m2

  　
写真 2-2　豊島区　染井霊園風景

霊園内には一般道路が通っており，公園の様な役割を担っている。近くにはもやいの
碑があり，近隣寺院との連帯感が生まれ，まとまりのある墓地空間が形成されている。



２章　墓地の定義

12

5 事業型墓地

　事業型墓地とは，1～4の墓地を除いた墓地で，宗教法人等が経営主体となり，宗教
性を問わずに不特定多数人に使用させる墓地を対象とする。
　寺院が経営する墓地でも，宗派を問わず墓地使用を認める寺院の経営する墓地はこ
れに属する。また，財団法人が経営する外人墓地等についてもこれに属することとす
る。東京都にはおよそ150箇所の事業型墓地が存在する。

壱） 霊園タイプ

　東京２３区内では2000年以降に開発が進んでいる。公園をイメージしており，
外観を良くする為に木が植えられている。23区内では郊外と比べると中規模～
小規模のもので面積は小さい。
　板橋区，葛飾区，江東区等には比較的面積が大きいものが建設されるが，麻布，
文京地区等の地価が高い場所には面制が小さいものが点在する。
　また，寺院型墓地で墓地区画を拡張する際に，拡張部分を事業型墓地とする傾
向もみられ，寺院と隣接する事業型墓地もある。

（例）小石川メモリアルパーク（平成10年）
住所：文京区白山3-1-25
面積：646.89 m2／334区画

写真 2-3　小石川メモリアルパーク入口　車２台分のほどのスペースがある。
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写真 2-4　小石川メモリアルパーク風景

住宅街の中にマンションと密接に隣接する墓地

　隣接する住宅との間隔が非常に狭い。墓石は全て新しく，最近建てられたものばかり
である
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弐） 室内・マンションタイプ

建ぺい率が高く，空間効率を最大限に活かしている。数こそは少ないが，需要が高
く人気がある。麻布，本郷など，地価の高い場所に立地する傾向がある。納骨堂と
は異なり，室内に墓地空間を成立させたものや自動で墓石が出てくるものがある。

（例）本郷陵苑，麻布浄苑，品川はなぞの霊園など

写真 2-5　白金はなぞの霊園内風景

参）郊外大型霊園タイプ

　都心から日帰り行楽圏内の，八王子市，町田市に立地する傾向がある。公営の霊
園があるためか，多摩霊園，八王子霊園のまわりに多い。また，都心では難しい，
バリアフリーを売りにした広々とした空間が特徴的である。名前は霊園タイプと同
様，公園をイメージさせるものが殆どである。また，景観を重視した計画的な空間
づくりが見受けられる。

（例）多摩聖地霊園                              府中・国立メモリアルパーク

　 
写真 2-6　郊外霊園　　ニチリョク広告より
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2-3その他の用語

　　本研究の中で理解しておくべき用語を整理しておく。

（１）檀家：葬儀や一切の法事を一定の寺院にまかせ，寺の財政を援助するため施物
する俗家のこと。檀家寺と檀家の関係が生まれたのは，江戸時代のはじめから
でキリシタン禁制によって寺檀制という制度が生まれ，お寺は農村の戸籍係の
ような役目を果たすようになった。１

（２）改葬：埋葬された遺骨を他の墓地，納骨堂に移すこと。
（３）墓石業者：墓石業者といわゆる石材店のことで墓石の販売や据付工事を行なう

業者をさす。霊園開発の際は資金集めや造成などに関して深く関わっているこ
とが多い。永代使用権の販売代行なども行なっている場合もある。

（４）納骨堂：遺骨を保管する施設のことで， 遺骨の収蔵は建物の中のロッカー・
仏壇に納める。お墓を建てるのに比べ料金も手頃で通常は期限付きの使用にな
る。

（５）無縁墳墓：承継者が不在となった墓のこと。
（６）合葬墓：家族単位でなく，広く共同に利用する墓のこと。
（７）メモリアルパーク：アメリカ・ロサンゼルス・フォレストローンにおいて初め

て使用された用語である。Memorial park は記念公園を意味し，日本では霊園
にあたる用語である。洋風の名前を使用する事業型墓地が増加しており，頻繁
に使用されている。

（８）永代使用権：墓地の使用権のこと。
（９）永代使用料：墓として土地を使用する権利を得るための費用のことをさす。 通

常使用される「墓地を買う」とは，「墓地の経営主体（寺院・霊園）と永代使
用権を取得する契約を結ぶ」ことである。不動産と異なり，所有するわけでは
ない為売買はできない。改葬などで管理側に権利を返還しても永代使用料はも
どらず，永代使用権を転貸ししたり転売することもできない。

（１０） 寿陵：生前にお墓を建てること。

                                      
１ 鈴晃樹，【死者の都市】-墓地からみた江戸・東京の変容-，p9，2004
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3-1　東京都における戦後の墓地

民営墓地の増加と墓地新設規制緩和

　図 3-1 の墓地の許認可グラフから，戦後に 1950 年に民営墓地が急激に増えていること
がわかる。これは，第二次世界大戦後，墓地行政の介入により宗教法人法が施行される前
に許認可申請ラッシュが起きたためと考えられる。東京は都市部への人口流入により，決
定的な墓地不足に陥っており，現存する寺院墓地及び行政管理の墓地だけでは墓地需要に
対応しきれなかった。そこで，墓地は明治以来許可制であったが，第二次世界大戦後墓地
新設制限が緩和された。1946年内務省および厚生省から出された通達文内容（通達文 3-1）
は，「宗教での差別的取り扱いをしない，墓地新設は原則として地方自治体であるが，それ
が困難な場合は宗教法人の墓地新設を認める，墓地新設が困難な時は寺院や教会に納骨堂
新設を認める，山間部では個人墓地を認める」といった内容であった。これにより，民間
経営による事業としての墓地開発が始まったと考えられる。

墓地の許可件数の年次推移（東京23区）
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図 3-1　墓地の許認可グラフ 1　（許認可を受けた宗教法人数）

                                      
1 区役所データからの統計により作成
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 　1946年（昭和 21年）9月 3日　厚生省通達　発警第 85号
○墓地の新設に関する件

(昭和二一年九月三日)
(発警第八五号)

(各地方長官あて内務省警保局長・厚生省公衆衛生局長連名通知)
墓地の新設に関しては、明治十七年内務省達乙第四○号細目標準第一条により、原則と
しては、許可をせず、やむを得ない事由がある場合は、昭和十二年十二月十七日付警保
局警発甲第一五四号通牒により、市町村公共団体には、その必要な限度に於いて認める
が、個人又は特殊の者の専用に供するようなものは、その理由の如何を問わず認めない
方針であつた。
その為、神道及びキリスト教等の新興宗教団体にとつて、墓地の使用設定上種々の不便
があり、之が緩和方が要望されるに至った。しかし、墓地の新設、拡張は成るべく限定
して行い、必要やむを得ない場合を除き、荒無地を用いることと致したい。
よつて、今後は、おおむね左記要項に基いて、墓地使用上の指導をすると共に、その新
設拡張をも許可するよう取り計らわれたい。
右依命通牒する。
記
一　現在ある共同墓地については、総ての宗教の信者は、各自の宗教の意義に従って死
者を葬むらねばならぬという原則に従って、墓域内の各派毎に整然たる区劃を設け、神
道、仏教、キリスト教等の信者の埋葬に支障なからしむること。
二　使用者の増加又は区劃整理等の為従来の墓地著しく狭隘となり新設の必要ある場合
は、市町村等公共団体に共同墓地としての許可を与え、区劃を設けて神道、仏教、キリ
スト教等の信者、信仰不明の死者の為の埋葬場所を明らかにし、使用上支障なからしむ
ること。
三　市町村等公共団体の管理に属する共同墓地の新設不可能にして、事情やむを得ざる
場合は、寺院、教会等にも、其の必要とする範囲内に於いて新設を許可するも支障ない
こと。
四　墓地の新設を許可すれば支障があると認められるような場合、寺院、教会等の境内
に納骨堂の設置を許可するよう考慮するは支障ないこと。
五　山間等人里遠く離れた場合で、墓地の設け全く無く新設の必要ある場合は個人に許
可するも支障ないこと。
六　墓地新設の許可にあたっては、宗教の如何により、差別的な取扱をしたと疑われな
いよう留意すること。

通達文 3–1　厚生省通達　発警第 85号

　
　1954 年（昭和 29 年）には，土地整理区画法にもとづく事業許可とともに墓地新設許可
が得られることになり，また 1968 年（昭和 43 年）には都市計画法に基づく事業許可とと
もに墓地新設許可が得られることになった。これらも民営墓地事業を拡大させる要因とな
った。1884 年に人間の死を宗教管理下から行政管理下へと移行させた墓地及埋葬取締規制
（墓地以外の埋葬を禁止し，火葬および土葬に限定され，多様な墓制度の統一を図った）
を発展させた「墓地，埋葬等に関する法律」は 1948 年（昭和 23 年）に施行された。これ
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は治安維持を内容とする 1「墓地及埋葬取締規則」をもとにした，日本初の近代的な墓地に
関する法律で，治安維持的側面をなくして公衆衛生面に純化したものとなっている。これ
に関しても，厚生省から各都道府県知事宛に通達文が送られている（通達文 3-2）。

1948年（昭和２３年）9月 13日　厚生省通達　発衛第９号
○墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する件

(昭和二三年九月一三日)
(発衛第九号)

(各都道府県知事あて厚生次官通達)
墓地、納骨堂、火葬場の管理及び埋葬、火葬に関しては、従来、明治一七年太政官布達
第二五号墓地及び埋葬取締規則、同年内務省達乙第四○五号墓地及び埋葬取締規則施行
方法細目基準、明治一七年太政官達第八二号墓地及び埋葬取締規則に違背する者処分方
及び昭和二二年四月一五日厚生省令第九号埋火葬の認許等に関する件等の法令に基づき
それぞれその事務を遂行されて来たのであるが、これ等の法令は、昭和二二年法律第七
二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によ
り、改廃の措置を講じなければならないこととなったので、これら等従来の法令に代わ
るものとして、本法は制定されたものである。
そもそも人の死に係るこれ等の事務は一面公衆衛生の見地より、その指導等取締の徹底
を期する必要があるのであるが他面その執行の適否は、国民の宗教的感情に至大の関係
があるのに鑑み左記事項に特に留意の上本法施行に遺憾なきを期せられ度く、命によっ
て通知する。
記
一　法第一条の趣旨徹底
法第一条は、本法全般を施行する上の指導原理とも称すべきものであって、例えば埋葬、
火葬等の許可事務又は墓地、火葬場等への立入検査は常にこの原理に立脚して、実施せ
られるべきものというべきである。
本法の施行が、徒に事務的に流れて宗教的感情を無視する如き取扱をすることは、本条
の趣旨に背反するものというべきであって、本法施行の任に当る当該吏員、市町村吏員
等に対しては特にこの趣旨の徹底に努めること。
二　納骨堂の定義
納骨堂とは本法第二条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋葬する以前に
おける一時的な措置として、寺院等の一隅に、焼骨を安置する等のごときは納骨堂とし
て別段の許可を必要としないこと。但し、焼骨の収蔵が一時的のものであっても、これ
を継続的に反復して行うものは納骨堂として本法の適用をうける。
三　埋葬、火葬の許可
埋葬、火葬等及び改葬の許可は、原則として死亡届を提出した市町村長の許可を受ける
こととし、統計上の統一を図った。したがって、法第七条の規定による船舶中での死亡
又は死産者の死体を埋葬、火葬しようとする者は、その船舶が最初に入港した地の市町
村長の許可を受けなければならないこととなっているが、これは死産の届出に関する規
程／(昭和二一年厚生省令第四二号)／(改正同二二年厚生省令第四号及び第一四号)及び
出生及び死亡の届出等に関する件(昭和二一年司法省令第四七号)及び戸籍法を改正する

                                      
1 治安維持：東京都の「江戸の葬送墓制」の墓標なき墓地の光景,p21によれば，明治初期の下層民衆の埋葬方式の様
子等から治安維持に考慮したものであることが理解できる。
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法律(昭和二二年法律第二二四号)の規定と一致させるために規定したものであるから、
その施行にあたってはこの点留意すること。
四　無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬
施行規則第三条に無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬の取扱手続が規定されているが、
これはあくまで改葬に必要な手続のみに限られるものであって、墳墓の所有権、地上権
等の私法上の物権等の処置に関するものではない。したがって、無縁墳墓と認定された
ものについては、その私法権の権利変更等を行う場合は必ずそれ等の規定によることが
必要であること。
五　墓地の新設等については、「墓地の新設に関する件依命通牒」(昭和二一年九月三日
内務省警保、厚生省衛生両局長通牒)の趣旨に基き実施すること。

通達文 3-2　厚生省通達　発衛第 9号

　当時の公営墓地新設が，小平霊園，八王子霊園の２カ所のみであったたこと，墓地新設
における規制が緩和されたことで，民営による墓地の新規墓地開発が相次いだ。しかし，
墓地の性質である，非営利性と永続性が危ぶまれるようなトラブルが発生したことから，
墓地造成へ歯止めをかけることが必要とされた。そこで，厚生省通達（通達文 3-3）が出
され，墓地造成の取締りを行った。

1968年（昭和 43年）4月 5日　厚生省通達　環衛第 8058号
　○墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて

(昭和四三年四月五日)
(環衛第八〇五八号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部局長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)
近年、株式会社等営利を目的とする法人に対して墓地の経営を許可する事例が見受けら
れるが、従来、墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体については、昭和二十一年九月三日
付け発警第八五号内務省警保局長、厚生省衛生局長連名通知及び昭和二十三年九月十三
日付け厚生省発衛第九号厚生次官通知により、原則として市町村等の地方公共団体でな
ければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限る
こととされてきたところである。これは墓地等の経営については、その永続性と非営利
性が確保されなければならないという趣旨によるものであり、この見解は現時点におい
てもなんら変更されているものではない。従つて、墓地等の経営の許可にあたっては、
今後とも前記通知の趣旨に十分御留意のうえ、処理されたい。

通達文 3-3　厚生省通達　発警第 85号
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3-2　人口推移からみた墓地需要

少子・高齢化社会と死亡者数

　厚生労働省が発表した人口動態統計の年間推計では，2005 年の総人口が，1899 年に統
計を取り始めて以来，初めて減少に転じた。これは，当初の想定より２年早く，今後人口
はますます減少するとの予測が立てられている（図 3-2および図 3-3）。

図 3-2　東京都統計データより

図 3-3　東京都人口増加グラフ 2

                                      
2 東京都統計局調べによる



3章　墓地の需要・供給

22

　少子化の背景としては女性の高学歴化・晩婚化・未婚化などがあげられ，人口問題研究
所のデータによると合計特殊出生率（図 3-4）は低下し続けており，子供の人口は減少し
ている（図 3-5）。一方，日本は世界一の高齢社会であり，総人口における老年人口（65 歳
以上）の割合はおよそ２割（図 3-6）で，超高齢社会へと移行している。また，死亡者数
グラフを見ると，死亡者数は増加傾向にあり（図 3-7），2002 年には死亡者数は 100 万人
を突破した。平均寿命が延びているにもかかわらず，死亡者数は増加している。
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図 3-8　人口ピラミッド（H12と H32）　東京都統計局データより
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　これらの統計と，都市部への人口流入および核家族化を考えると，都心部での墓地需要
は高まることが予想される。また対極問題として地方での無縁墳墓は増加しているため，
日本全体でのバランスを考えると非常に効率が悪い。現在，首都圏では墓地需要の一極集
中化現象が発生している。さらに，この墓地需要に目を付けた企業が出現し，墓地のあり
方が大きく変化しようとしている。特に，最近では，葬祭ビジネスに関する記事を目にす
ることが多くなった。矢野経済研究所の『2002 年版葬祭ビジネス白書』によると，2001

年の葬儀ビジネスの市場規模は 1 兆 6700 億円で，2035 年にはピークを迎え１兆 8400 億
円まで拡大すると見られている。まさに，墓地事業バブル期の到来と言える。市場拡大を
受けて，新規参入企業も増加傾向にあり，それにともない，様々なサービスを展開してい
る企業が出現し葬祭ビジネスが大きく動き出そうとしている。墓地の将来的な需要は，親
から分家した世帯数の増加率（図 3-9）や，年間死亡者数の増加率（図 3-7）などから詳し
くは予測されるが，大枠の数値では，首都圏では年間死亡者数の約３割，地方では約２割
が，新規に墓地を探すことになると考えられている。2010 年には全国で年間 28 万区画も
の新規墓地（霊園）の需要が発生するともいわれ，供給量をそれにあわせるには，急ピッ
チで新しい墓地を作らなければならない。
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3-3　墓地の供給

3-3-1 墓地数の変化

　図 3-1 より，墓地数が減少していることがわかる。3-2 で述べたように，墓地
需要は今後高まる傾向にあり，墓地の需給バランスが崩れている。
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3-3-2 東京都営霊園と公園化事業
　

 
 東京都には，東京都営霊園が区部に４箇所，東京都営以外の公営墓地が 33箇所（区部 3，
市部 11，郡部 2，島部 21），法人経営による墓地が 2,974箇所（区部 1,917，市部 809，
郡部 57，島部 11），納骨堂が 305 箇所存在する（平成 16 年 3 月 31 日現在：東京都発行
環境衛生）。
　この数値をみると，墓地数は多いと感じられるかもしれない。しかし，現状とし東京都
は慢性的な墓地不足に陥っている。
　江戸時代においては，寺請制度により，各寺院がその附属墓地に各檀家の埋葬を行なっ
てきたが，明治政府は 1873 年（明治 6 年）従前の墓地といえども，旧朱印内は埋葬を禁
止した。これに対し，市民の不満が高まり，1874 年（明治 7 年）「墓地取締規則」を制
定し，9 箇所の公共墓地を設けて対応してきた。この 9 箇所のうち，青山，同立山，雑司
ヶ谷，染井，亀戸，谷中の 6箇所を増設し，同年 9月 1日に開設し，1876年（明治 9年）
に墓地の造成，管理業務は東京会議所から東京府に引き継がれ，墓地の管理は所在する所
の区が管理することとなった。1889 年（明治 22 年）には市町村制の施行伴い東京市に
移管され，同年に青山（立山を含む），雑司ヶ谷，染井，谷中の 4 墓地が市区改正におい
て定める公共墓地となった。
　その後，東京市街の急激な発展により，4 墓地は全て使用許可済になり，深川，亀戸，
羽根沢，橋場の 4 墓地は整理廃止となり，新しい墓地を造成することが必要となった。こ
れにより，郊外墓地新設構想が計画され，1923 年に多磨墓地が開設された。この多磨墓
地はドイツの森林墓地を参考として造られた日本最初の公園墓地である。続いて，1935
年に八柱霊園が開設され，1943 年（昭和 18 年）には市営霊園は東京都の管理する所と
なり，1948 年には小平霊園が，1971 年には八王子霊園が開設された。さらに，これら
の増設だけでは，需要を賄いきれず，都営霊園では，集約能率を上げる新型墓地を開発す
るなどして対応策を打ち出してきた。なお，1985 年（昭和 60 年）10 月 1 日より霊園・
葬儀所の管理は財団法人東京都公営霊園協会に委託している。
　東京都区部にある都営霊園 4 箇所の青山霊園，谷中霊園，雑司ヶ谷霊園，染井霊園の開
設は同時期であるが，個々の霊園の持つ性質は大きく異なっている。東京都は，これら 4
箇所の霊園を将来的に都市公園として利用することを目指し，実現に向けて，青山霊園と
谷中霊園は昭和 35 年，雑司ヶ谷霊園と染井霊園は昭和 37 年から，全面的に将来に向け
た公園化を目指して，都市計画公園事業の実施を備えるため，無縁墳墓整理や，使用墓所
の返還により空地となった墓地の新規貸し付けを取りやめてきた（表 3-1）。
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表 3-1　年度別　霊園使用者公募受付　一覧表
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3-3-3 4つの区部霊園

　区部霊園は 1874 年（明治 7 年）に開設し，130 年の歴史を持ち，人々に親しまれてき
たと言える。区部霊園について概要を述べる。

1. 青 山 霊 園
      

　都心市街地に立地した由緒ある知名度の高い霊園である。自然資源が豊富で，巨樹が多
く，桜並木の名所で，春になると花見客で賑わう。高度利用が進む原宿，神宮外苑，六本
木などの人の多く集まる地域に近接しているが，北側を除いて広幅員の道路に囲まれ，周
辺市街地からは独立している。また霊園の西側は高低差が大きく地形の起伏が激しい。埋
葬されている著名人は政治家が多い。

写真 3-1　青山霊園航空写真

　 　　
　　　　写真 3-2　青山霊園案内図　　　　　　　　　　　　　　　写真 3-3　青山霊園風景
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2. 雑 司 ヶ 谷 霊 園

　豊島区の旧市街地に立地し，周辺は低層住宅街の中にある。池袋駅から徒歩で行くこと
ができるが，駅からは距離があり公共空間としての一般的な利用は考えにくい。地形の起
伏は殆どなく平坦で，ケヤキ・イチョウの巨樹が多い。埋葬されている著名人は文人，芸
術家，音楽家，俳優等が多い。

　　　　
　　　　　　　　　写真 3-4　雑司ヶ谷航空写真　　　　　　　　　　　　写真 3-5　雑司ヶ谷霊園看板

　　 
写真 3-6雑司ヶ谷霊園風景        　　　　　     写真 3-7　雑司ヶ谷霊園風景
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3. 谷 中 霊 園

　周辺には多くの寺院があり，霊園内に一部混在している。周辺の寺院墓地と道路等を挟
まずに直に接している部分が多いため，周辺の寺院との一体感が生まれている。日暮里駅
に近い台地に立地しており，坂が多いが霊園区域内は起伏が小さい。巨樹は霊園内に万遍
なく分布している。

写真 3-8　谷中霊園航空写真

写真 3-9　谷中霊園（天王寺霊園　明治４０年撮影）

写真 3-10　谷中霊園桜並木
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4. 染 井 霊 園

　4 つの霊園の中で最も面積が小さく，自然資源としての巨樹も他の霊園に比べると少な
い。とげ抜き地蔵に近接しており，寺院墓地に直で接する部分もある。また，周辺に寺院
も多いため，染井霊園の一部であるかのようにも見える。霊園内を走る道路は，人通りも
多く，行き交う人々が会話する等，住民たちの交流の場になっている。

写真 3-11　染井霊園航空写真

　　
　　　　　　　　写真 3-12　霊園案内　　　　　　　　　　　　　写真 3-13　染井霊園からみた周辺寺院墓地

　　
　写真 3-14　霊園内を通る道路　　　　　　　　　　写真 3-15　会話する近隣住民
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表 3-2　区部霊園の概要

東京都データより

表 3-3　霊園施設現況 (平成 16年 3月末現在)
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3-3-4 民営墓地による墓地供給

　3-1 で示した図 3-1 の墓地経営許認可グラフから，東京 23 区では，戦後とバブル崩壊後に墓
地数が増加していることがわかる。戦後の墓地増加を第 1 次霊園ブーム，バブル崩壊後の墓地
増加を第 2 次霊園ブームとすることができる。墓埋法の定める所では，墓地の造成，運営に関
しては地方公共団体か宗教法人にしか認めておらず，許可を得ることは時間を要し，困難であ
ると考えられるが，戦後に関しては新規墓地建設の規制緩和により増えたとすることができる
が，バブル崩壊後の第 2 次霊園ブームに関しては，２３区の遊休地での造成が増えたことから
考えると，行政における管理の曖昧さから新規ビジネスとしての要素が強まり，名義貸し等が
行なわれたためであろうと予想できる。
　最近では，小規模面積での霊園開発も見受けられ，都市において，墓地となり得る場所があ
るならば，スキを見つけて入り込む様な隙間産業化した霊園ビジネスへと発展している。この
背景としては，墓地はやはり近くにある方がよいとする傾向が強いからだと考えられる。
図 3-4に各区における法人墓地数を示す。

表 3-4　各区における法人墓地数
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3-4　墓地ニーズの多様化

3-4-1　墓のカタチ

　霊園ビジネスが多くの記事に取り上げられ，様々な企業の注目を集めていることは 3-2
で述べた。今まで一般的とされてきた，江戸時代中期から始まった寺院が管理する墓地で
は現代人のニーズには対応できなくなっている。特に，東京では地価の値上がり，敷地に
余裕がないことなどから，ある程度の敷地面積を必要とする従来の墓地形態を用いると，
このままでは面積を一方的に増やすことになる。
　このような現象を裏付けているのが，全国的に増加している，壁面式墓地，ロッカー型
墓地，マンション型墓地の増加，永代使用ではない有効期限型墓地の検討されている所に
伺える。また，墓地を必要としない散骨も徐々に浸透しつつある。これらは全てスペース
を最小限に留めようとする試みの結果であり，墓地面積を確保することは，都心に住む墓
地新規購入者にとってはさることながら，将来的にも非常に難しいと言えるだろう。
　このように，死後自分はどうなるかということに対して，人々の考え方が変わりつつあ
り，至る所で様々な議論が交わされている。
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3-4-2　ペット霊園事業
　

　最近，新規参入事業として注目されているのがペット霊園ビジネスである。都市計画法
上，施設の建設が可能であることが確認できれば，とくに許可を必要とせずに開業するこ
とができるため，注目している企業は多い。ペット霊園ビジネスに関しては，動物の死体
は廃棄物として扱われるため，墓埋法の管理する所ではなく，規制する法律が存在しない
ことが，事業拡大を決定づけている。このような状況を受けて，10 月 21 日に内閣に対し
て，泉健太衆議院から，「質問主意書」が小泉純一郎内閣総理大臣宛に提出された。題名
は「動物霊園（ペット霊園）事業に関する質問主意書」で，地元からの情報で調査した結
果，実は現在のペット霊園事業には何の基準も規制もなく，全国で様々な契約トラブル，
住民トラブルが起きていることが明らかになった。このため，法の不備への内閣の認識と
対応について見解を問うたものになっている。以下に質問主意書とその解答を示す。

質問本文情報
平成十六年十月二十一日提出
質問第二六号
動物霊園（ペット霊園）事業に関する質問主意書

提出者　　泉　健太

　動物の火葬場、葬祭、墓地、納骨堂等の設置及び管理運営を業とする動物霊園事業（以
下、動物霊園事業）は、成長を続けるいわゆるペット市場の中核を担う一つであり、市
場規模は約一兆円ともいわれている。
 　しかしながらその動物霊園事業については設置・運営基準や指針などがどの省庁か
らも示されていないため、全国各地において、土地開発や施設設置に関する業者と住民
や自治体とのトラブル、葬祭契約にまつわる業者と飼い主とのトラブル、法規制があい
まいなことによる自治体と住民のトラブル、などが数多く起こっている。
 　国民の約四割が何らかのペットを飼い、また近年、身体障害者補助犬法ならびに動
物愛護法制定などが行われ、国民生活における動物の役割が増す中で、動物霊園事業は
年々拡大を続けており、消費者の保護と業界の適正化、地域生活環境の保全の観点から
も、関連して発生する諸問題への対策は、緊急を要すると考える。
 　したがって、次の事項について質問する。
 一　動物霊園事業を所管する部局は存在するか。存在すれば、その部局と経緯、さら
にその所管の決定に至った政府の見解を示されたい。また動物霊園事業において取り扱
われる動物の死体に関する法律は存在するか。
 二　墓地埋葬法において動物は対象に含まれるか。
 三　昭和五二年八月三日の厚生省環境衛生局水道環境計画課長回答「動物霊園事業に
係る廃棄物の定義について」によると「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体
は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。」とされ
ているが、その理由を示されたい。またその場合、動物の死体の位置付け、所管はどの
ようになるのか。
 四　厚生労働省は平成一一年に墓地埋葬法における「火葬場」のダイオキシン発生調
査を行っているが、政府は、動物霊園事業に係る「火葬場」の箇所数調査、ダイオキシ
ン調査、環境影響調査、その他調査などを行ったことがあるか。それぞれ回答を示され
たい。
 五　動物霊園事業に係る「火葬場」「墓地」「葬祭」「納骨堂」の設置及び管理運営の基
準に関する法律は存在するか。それら施設の設置及び管理運営は法律によって許可され
た行為か。
 六　動物霊園事業に関する様々なトラブルについて、政府は把握しているか。
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 七　全国の自治体で、動物霊園事業の規制に関する条例の制定が相次いでいるが、そ
の件数と制定時期、自治体名を政府は把握しているか。また政府は新たな法整備の必要
性があると認識しているか。
 八　動物の火葬場、葬祭場、霊園の設置及び運営の基準、また事業者の認可について、
法律が存在しない状態を政府としてどのように認識しているか。現状の法制度の中で解
決できるとするならばその方法を、新たな法整備が必要だとするならば、その所管、内
容を含め考え方を示されたい。

答弁本文情報
平成十六年十月二十九日受領
答弁第二六号

 　　内閣衆質一六一第二六号
 　　平成十六年十月二十九日

内閣総理大臣　小泉純一郎
　　衆議院議長　河野洋平　殿
衆議院議員泉健太君提出動物霊園（ペット霊園）事業に関する質問に対し、別紙答弁書
を送付する。

 衆議院議員泉健太君提出動物霊園（ペット霊園）事業に関する質問に対する答弁書

 一について
　政府においては、お尋ねの「動物霊園事業」の規制等を行っておらず、そのような事
務を所管する部局は、存在しない。
 　また、「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体に関する法律は、存在しな
い。
 二について
　動物については、墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）は、適
用されない。
 三について
　「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体は、宗教的及び社会的慣習等によ
り埋葬及び供養等が行われるものであるため、社会通念上、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）第二条第一項に規定する「汚物又は不要物」
に該当せず、よって、同項に規定する「廃棄物」には当たらず、同法による規制の対象
とはならないと考える。
 　また、政府においては、当該死体に関する規制を行っておらず、そのような事務を
所管する部局は、存在しない。
 四について
　政府においては、「動物霊園事業」に係るお尋ねの「火葬場」の調査を行ったことは
ない。
 五について
　お尋ねの法律は存在せず、よって、お尋ねの「施設の設置及び管理運営」について政
府による許可等の制度は存在しない。
 六について
　政府においては、お尋ねのトラブルについて把握していない。
 七及び八について
　政府においては、お尋ねの件数、制定時期及び地方公共団体名について把握していな
い。
 　また、「動物霊園事業」について、現段階においては、新たな法整備を必要とすると
は認識しておらず、政府として特段の対応を要するとは考えていない。
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4-1　近代墓地の行政管理の始まり

　日本の墓地の歴史をたどると，民衆が墓をもつようになったのは近世の少し前の応仁の乱
あたりからである。江戸時代中期以降，寺檀制度の広がりの中で定着し，やがて寺が檀家制
度との関係のなかで，墓を管理するようになった。
　現在の墓と墓地は，1948 年 5 月 31 日に施行された「墓地，埋葬等に関する法律」によっ
ている。古代の墓制は行政の管理する所ではなかった。墓が行政によって管理されるように
なったのは明治維新後であり，行政管理の下に至る背景は様々であったとされるが，本章で
はその経緯に関しては省略し，行政管理が始まったところから述べたい。
　1884 年明治に太政官布達として「墓地及埋葬取締規則」が交付される。これにより，墓地
は行政が管理する所となり，墓地・火葬場とともに許可制となる。この取締規則が墓地・火
葬場に与えた影響は大きく，のちに 1948 年に日本国憲法の定める「墓地，埋葬等に関する法
律」が制定された。また，1889 年には現在でいう都市計画にあたる市区改正設計が出され，
さらに 1903 年には市区改正新設計が打ち出され，墓地及び火葬場に対する規制が都市計画上
でも配慮されるようになった。さらに，「墓地，埋葬等に関する法律」」第 10 条によると，墓
地を経営するには，都道府県知事の許可が必要であると定められている。厚生省の通達から
は，本来墓地経営は地方公共団体が行うべきものとされ，やむを得ない場合でも財団または
宗教法人の公益団体と限定されている。
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4-2　関係する法律及び規制

　墓地にどういった法律や規制が関係しているかを，衛生面，宗教法人，都市計画の３つに
分けて整理した。

１　衛生面

（壱）　墓地及埋葬取締規則
　
　1884 年(明治 17 年)，「墓地及埋葬取締規則」「墓地及埋葬取締規則施行方法細目標
準」「墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方」が制定されたことにより，墓地行政が始ま
った。これは，墓地や埋葬に関する問題を「公衆衛生」と「治安維持」に純化して，規則
化したものである。「江戸の葬送墓制 1」によると，都市下層民衆に関しては「投げ込み」
や「取り捨て」といった埋葬が行なわれており，治安という面でも考慮しなければならな
かった理由が読み取れる。
　この規則により墓地不足が深刻になり，場所をとる土葬が減少し，火葬が普及した。ま
た，明治民法下では墓は先祖祭祀の対象であり，その家の長男がこれを相続すると定めら
れていた。狭い墓地に建つ墓に対して「家」という概念が生まれたわけである。これまで
の墓は個人墓が中心であったが，これ以後は「先祖代々の墓」が普及していくようになっ
た。この法律は，当時としては画期的な墓地法律であったといえる。

　
（弐）　墓地，埋葬等に関する法律
　
　墓埋法は 1948 年 5 月に施行された。墓埋法の目的は，第１条に述べられており，「この
法律は，墓地，納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が，国民の宗教的感情に適合し，且つ
公衆衛生その他公共への福祉の見地から，支障なく行われることを目的とする。」とされて
いる。勝手に墓を作ってはならないなどの治安維持の内容が削除されて公衆衛生法規に純
化された。「社会的秩序風俗としての国民の宗教感情・習俗及び宗教的平穏」を守るべき利
益として捉えた。これにより，両墓制，散骨などが容認された。「散骨」に関しては，これ
まで「埋葬又は焼骨の埋蔵は，墓地以外の区域に，これを行ってはならない。」（第 4 条），
あるいは刑法 190 条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていたが，法務省は，「社会的
習俗として宗教的感情などを保護する目的だか，葬送のための祭祀で，節度をもって行わ
れる限り問題はない」という見解を明らかにしている。

　
（問題点）
　墓埋法が法制化された当時は土葬文化が強かったため，あくまで衛生面に着目したもの

                                      
1 江戸の葬送墓制　東京都，p49



4章 墓地行政の成立

41

となっている。幾度か改正はされてはいるものの，100％近い火葬率となった今では墓埋
法自体を見直す必要がある。また葬送観の多様化により散骨等の自然葬も出現し，墓埋法
規定外の問題に対しても何らかの対応策が早急に必要とされる。

２　宗教法人

（壱）　宗教団体法

「宗教団体法」を政府は可決、教団の設立には文部大臣の許可を必要とするとした。また
「宗教が安寧を妨げる際には，認可を取り消す」とした。宗教を国家の統制の下におくと
いう法律であった，政府公認の仏教宗派が 56宗派から，28宗派にまとめられた。

第三十七条  登録税法第二条及第三条ノ二中「寺院、祠宇、仏堂」ヲ「法人タル
宗教団体」ニ改ム
同法第十九条但書中「第八号乃至第九号ノ四」ヲ「第二号ノ二、第八号乃至第 九号ノ四」ニ改
メ同条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二  神社ノ敷地ニ関スル登記
二ノ二  寺院ノ境内地若ハ教会ノ構内地又ハ寺院若ハ教会ノ用ニ供スル建物ニ関スル登記
  二ノ三  墳墓地ニ関スル登記
 第三十五条第一項ノ仏堂ニシテ寺院ニ属セズ又ハ寺院若ハ教会ト為ラザルモノノ不動産ニ関ス
ル登記ニ付テハ前二項ノ改正規定ニ拘ラズ本法施行後二年ヲ限リ仍従前ノ例ニ依ル

（弐）　宗教法人法

　宗教法人法（昭和26年4月3日法律第126号）は，宗教活動をしやすくする目的で，宗教
団体に法人格を与えることに関する法律。1989年から1995年ころ，オウム真理教による一
連の事件によって，一定の要件を満たしていれば所轄庁は認証しなければならなかったこ
とや，社会を混乱させる準備や行動をしている宗教法人を見つけ出せないことなどが問題
となり，改正を求める声が高まった。国会などで宗教団体は改正に反対したが，この法と
しては大きな改正がなされ，1996年9月に施行された。

３　都市計画

（壱）　都市計画法

　　都市計画法においては，墓埋法上では第11条において，以下のように記されている。

第11条　都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都
市計画法（昭和43年法律第100号）第59条の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたも
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のとみなす。
２２　土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）の規定による土地区画整理事業又は大都市
地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和 50 年法律第 67 号）の
規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項
の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。

　また，都市計画法では第 59条に以下のように記されている。

第59条　都市計画事業は、市町村が、都道府県知事（第１号法定受託事務として施行する場
合にあつては、国土交通大臣）の認可を受けて施行する。
２　都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場
合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
３　国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事
業を施行することができる。
４　国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、
認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情
がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができ
る。
５　都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の
長の意見をきかなければならない。
６　国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項から第４項までの規定による認可又は承認を
しようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは
利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれ
らの施設の管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるも
のであるときは、当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業
計画による事業を行う者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なもの
については、この限りでない。
７　施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街
地開発事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。

　都市計画法上での墓地の位置づけは，墓園として定義されている。墓園の経営主体は国
または地方公共団体であるため，民営の墓地開発においてはその効果を発揮しない。また，
墓園に関しても都市計画法第 29 条に定める公益施設を除いて，市街化調整区域において開
発行為を行なう場合には必ず開発許可を必要とする。墓園はこの規制を受けないものとさ
れているが，これが 1ha 以上となると，墓園も第二特定工作物として扱われ，開発許可申
請が必要となる。

（弐） 墓地計画標準 2

　1954 年（昭和 34 年）5 月 11 日，建設省から各都道府県知事への計第 25 号建設省事務
次官通達であり，都市計画又は都市計画事業として決定する場合においての墓地計画を定

                                      
2 墓地計画標準：付録1法律関係 p-1
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めている。この墓地計画標準はあくまで標準であり，法律ではないため都市計画法や墓埋
法等のように規制をすることができない。墓地の基本概念を示しているもので，その内容
は土地利用規制のものが多い。今でもこの墓地計画標準を基本として条例を制定している
都道府県も少なくはない。

（参） 建築基準法

　建築基準法は火葬場にのみ規制がかかっており，墓地には規制はかからない。

2．特殊建築物
学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、劇場、観
覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、
共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火
葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
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4-3　墓地経営許可

4-3-1 経営許可指導

　墓地経営の許可を始めとした墓地の指導監督に関する事務については，都道府県（指定
都市等）の団体委任事務として行われてきた。その趣旨は，住民の宗教感情や風土，文化
等は地域によって異なることから，必要な規制の枠組みを国の法令で定め，具体的な運用
については，より住民に身近な都道府県等において，地域の実情に応じて行われることが
望ましいということにある。また，同様の趣旨に基づき，平成12年4月からの「地方分権
の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い，墓地に関する指導監
督の事務は，地方公共団体が自らの責任において行う「自治事務」となっており，都道府
県等に墓地の運営は任せている。墓地，埋葬等に関する法律は、墓地等の経営を都道府県
知事又は指定都市等の市長の許可によるものとし，報告徴収，改善命令，許可取消し等の
権限を付与している。この強い行政権限の運用方法については知事や市長の広い裁量が認
められているところであり，墓地等の管理等が，国民の宗教的感情に適合し，公衆衛生そ
の他公共の福祉の見地から支障無く行われるよう，その権限の適切な運用が求められてい
る。墓地は，公共の利益との調整が必要な施設であり，土地の所有権や利用権を有するか
らと言って，誰でも自由に設置できるという性格のものではない。墓地埋葬法第１条には、
この法律の目的として，「この法律は，墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が，国民
の宗教的感情に適合し，且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から，支障なく行われるこ
とを目的とする。」と規定されており，単に公衆衛生上の規制にとどまらず，その他の公共
の福祉の見地からも制約を加え，調整を行うべきものとされている。近年の火葬率の上昇
（世界第一位の火葬率）をみると，公衆衛生の確保もさることながら，これ以外の部分，
例えば墓地の永続性（安定的な経営・管理）の確保，利用者の多様なニーズへの対応など，
利用者の利益の保護，あるいは広域的な需給バランスの確保，周辺の生活環境との調和等
の公共の福祉との調整が重要である（墓地埋葬法第10条第1項は墓地の周辺に居住する者
個々人の個別的利益をも目的としているものとは解しがたいとして，周辺住民は「墓地の
経営許可の取消しを求める原告適格」を有さないとの判例があることにも留意すべきであ
るが，個々の利益でなく，周辺の生活環境との調和を，知事が許可するか否かの判断材料
の１つとして考慮することは差し支えないと考えられる）。墓地の経営許可の行政権限は，
こうした調整を図るために法律により付与された権限であるが，この調整は，諸般の事情
を総合的に勘案して判断せざるを得ない性質のものであり，一律の基準を定めることが困
難であるため，広範な行政裁量権（行政判断権）に委ねられているものである。
　実際の墓地経営においては，墓地を経営する公益法人が，法人の目的外の事業であるリ
ゾート事業等に関与して実質的に経営破綻をきたし，公益法人の設立許可取消処分を受け
たというケースを始めとして，墓地開発をめぐるトラブルから多額の負債を抱えて破産宣
告を受けたケース，資金繰りが悪化して墓地の所有権が造成業者に移ってしまったケース，
実質的な名義貸しが疑われるケースなど，不適切な事例が生じていることも事実である。
墓地には永続性，非営利性が求められており，この理念に沿った安定的な経営が，利用者
の最も切実な要望であると言える。また，墓地は，生活環境との関係で配慮が求められる
一方，国民生活にとって必要な施設であるという点も忘れてはならない。
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4-3-2 墓地行政のあり方

　墓地埋葬法による墓地経営の許可は，その後の墓地経営が適切に行われるか否かを決定
づけるといっても過言ではないほど重要な意味を持っている。そして，これに見合う権限
も許可権者に与えられている。すなわち，墓地埋葬法第10条第1項においては，墓地等を
経営しようとする者は、都道府県知事の「許可を受けなければならない」と規定されてい
るが，「～の場合には許可を与えなければならない」などの規定はないため，知事は正当か
つ合理的な理由があれば「許可しないことができる」のであって，行政の広範な裁量（恣
意的な許可，不許可ではなく法目的に照らした行政の判断権）に委ねられていると解され
る。この「許可しないことについての権限」が認められていることにより，安定した適切
な運営ができるか否かを審査し，不適切な墓地経営の許可申請については，利用者保護の
観点から許可しないことが重要である。
　また，墓地を国民生活にとって必要なもので，公共的な施設であるとするならば，行政
や地方公共団体が墓地を設置経営することは必要である為，一般住民が利用する墓地の新
設において，行政および地方公共団体が墓地のニーズを十分に検討した上で，設置，経営
することが望ましい。さらに，それらについては，主体的にその要否を判断すべきであり，
都市計画の中で墓地について配慮されることも重要である。都市計画法では，都市計画で
定める都市施設として「墓園」が位置付けられており、墓地埋葬法第11条第1項には、「都
市計画法第59条の認可～をもって，（墓地経営等の）許可があったものとみなす」という内
容の都市計画法による調整規定が置かれている。都道府県知事は墓地埋葬法で墓地の経営
許可の権限を有するとともに，都市計画を定める者でもあり，街づくりの中で計画的な墓
地供給についても配慮することができる仕組みになっている。
 　墓石を建立した墓地に葬るという習慣が一般大衆まで広く普及したのは比較的新しいこ
とで，この葬法は万国共通の普遍のものというわけではないが，家族の多様化や，狭い国
土で墓地造成に限りがあること等も考えると，納骨堂の利用や，有期限制の墓地利用など，
墓地供給についての新たな視点も重要と考えられる。
 　このほか，適切な墓地行政が行われるためには，経営許可の審査時から許可後の経営管
理のチェック時を通じて，自治体相互間及び同一自治体内で連携をとることが重要である。
 　例えば都道府県同士，都道府県と市町村，同じ都道府県内の墓地担当部局と公益法人担
当部局等において，情報交換等を行いながら墓地経営自体についての指導監督と，墓地経
営を行う主体（公益法人等）に着目した指導監督が併せて行われることが効果的である。
 また，上述の地域における墓地供給という観点からの自治体間（典型的には都道府県と
市町村）の連携も望まれる。
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5-1　墓地を造る場合の諸条件

　墓地・霊園を経営するにあたって，一番困難とされるのが宗教法人の認証である。宗教法
人を設立しようとするものは，所定の事項を記載した規則を作成し，その規則について所轄
庁（当該法人の所在地の都道府県知事であるが，他の都道府県に境内建物を備える宗教法人，
当該宗教法人を包括する宗教法人，または他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人
の所轄庁は文部科学大臣である）の認証を受けなければならず，所轄庁への認証申請の少な
くとも１ヶ月前に，信者その他の利害関係人に対し，規則の案の要旨を示して宗教法人を設
立しようとする旨を公告しなければない。なお，宗教法人は，所轄庁の規則の認証を得た後，
その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。この許認可は
簡単に下りるものではなく，弁護士，司法書士，行政書士に頼む場合も多い。東京都には生
活文化局都民生活部管理法人課宗教法人係があり，申請書類についての指導を行ってくれる。
　さらに，宗教法人の認証を経て，役所の保健所において，「墓地経営の許可」を取得しなけ
ればならない。墓埋法成立以前からあった寺院に関しては既得権により，届出だけで自動的
に取得できたが，新規に墓地・霊園経営を行う場合，墓地経営許可を取得するには非常に多
くの規制がかかるため時間を要する。
　現在，こういった面倒な申請（主に墓地開発許可）の代行をしているのが墓石業者と考え
ることができる。墓石業者が宗教法人許可を得るのは，あまりにも効率が悪く困難なため，
既に宗教法人である寺院に目をつけ，住職に墓地の増設や改装を勧め，墓石販売を促進して
いる現状が見受けられる。個人経営の寺院墓地では，経営戦略を打ち出すことが難しくても，
経営戦略を後ろ盾してくれて，工事資金，面倒な許可申請，宣伝・販売まで行ってくれる墓
石業者と連携して墓地開発を行った方がメリットが大きいのは明らかである。都心部に近く，
効率悪く使用している墓地ならば，墓石業者も必ず目をつけるであろう。こうして，住職の
名義貸しによって，墓石業者が大々的に行う霊園開発が行われ，いわゆる事業型墓地の姿と
なっている。
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5-2　事業型墓地の開発

　
　墓地を購入することは契約による使用権の取得であり，契約内容は墓地契約使用規定に細
かく記されている。寺院が経営主体であるにもかかわらず，宗教不問であるのは「名義貸し」
にしか見えなくはないが，あくまで宗教法人であるという部分を全面的に考慮すると，宗教
法人方第６条の宗教法人は公益事業を行うことができるという規定に基づいており，何ら問
題はない。現在，墓地需要に対し，供給が追いついていないのが現状で，公営墓地公募数を
見る限り，民営墓地に供給体制をゆだねているようにしか見えない。墓地行政の不具合によ
り，こういった事業型墓地が出現したと言っても過言ではないだろう。さらに，墓地不足問
題を，民営の墓地開発行為により供給需要を穴埋めする効率の良いサイクルを行政自らが断
ち切ろうとする矛盾した状況が発生しているのである。
　墓地開発においては様々な議論がなされているが，なかなか改善策を見いだせないのが現
状である。厚生労働省では，「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」（H9.2.10）を立ち
上げ，墓地についての議論を行っている。墓地経営の許可に関する指針が出された報告書の
中で以下の内容が示されている。

� 墓地経営者には，利用者を尊重した高い倫理性が求められること。
� 経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされていること。
� 計画段階で許可権者との協議を開始すること。
� 墓地経営主体は市町村等の地方公共団体が原則であり，これによりがたい事情があっても

宗教法人又は公益法人等に限られること。
� いわゆる「名義貸し」が行われていないこと。
� 墓地の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること。
� 安定的な経営を行うに足りる十分な基本財産を有していること。
� 自ら土地を所有していること。
� 中長期的収支見込みが適切で、将来にわたって経営管理が可能な計画を立てていること。
� 基本的に標準契約約款に沿った明確な使用契約であること。
� 契約に際し十分利用者に契約内容が説明されるようにすること。その前提として、契約書

及び重要事項の説明書が作成されていること。
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　墓地開発において，墓石業者，経営
主体の宗教法人，墓地使用者および行
政がどの様に関係しているかを図5-1
に示す。
　さらに，最近新聞記事で取り上げら
れた，事業型墓地の證券化についても
どういう仕組みで実現されるのかを図
5-２に示す

図 5-2　開発型墓地證券化フローチャート
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5-3　事業型墓地の経営

5-3-1 経営と取締規制

　墓埋法10条では，経営について以下のように定められている。

「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けな
ければならない。」

　ここでいう「経営」とは，墓地等を設置し，管理し，運営することをさす。事業型墓
地の場合（寺院型墓地も共通することであるが），経済的意味での「経営」を行なうこと
であり，資本を投資して墓地を開発し，その使用権の売買および管理費から資本を上回
る利益を回収することが前提条件となる。これは，一般的にいう不動産開発と類似して
おり，利益を得る為に，用地の取得段階から専門的な宗教事業コンサルタント等が介入
することが多い。介入する企業としては，霊園ビジネスに目を付けた新手の開発企業や
墓石業者などである。これらは宗教法人としての許認可を得にくいため，既に宗教法人
の認可を得ている寺院墓地を経営している住職等に，霊園開発の話を持ちかける場合が
ある。また，墓地を経営しようとする宗教法人が，自ら資金調達をし，開発を不動産業
者や墓石業者に委託することもある。事業型墓地の経営において，住職による名義貸し
等が行なわれた場合，運営に関しては，墓石業者と住職の提携具合にもよるが，管理収
入で事業を成立させなければならない。ここで，墓地の「永続性」という観点からみる
と，大変危険な開発であると思える。仮に，資金調達がうまくいかなかったとすると，
墓地経営を中断することもあり得る訳であり，ここに「永続性」の保証において矛盾が
生じていると思われる。行政はこれに関して，名義貸しが行なわれていることが指摘し
にくいこと，取り締まる法律が存在しないこと等から，規制することは難しい。また，
墓地の経営許可と土地開発行為の許可とは法律内容が異なることから，墓地を経営する
者と墓地を開発造成する者が，同一の者でなくても法律上支障がないことになる。
　よって，経営面に関しては墓地経営許可を下す時点で，慎重に扱われるべきであり，
新たなる法律が必要であると思われる。
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5-3-2 経営の実態

　視察を行なった高島平霊園の管理事務所には，墓石業者の営業担当者が常備しており，細か
く墓地についての説明を受けた。
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6-1 はじめに

　この6章は本研究の要である。墓地の研究を進めるにあたり，東京都における墓地分布は
どうなっているかに着目した。
　都市計画分野における研究では，地図から研究対象における属性を読み取ることは必要
不可欠であり，都市においてそれらがどう位置づけられているかは都市を計画するにあた
り，基本的な題材となるといえる。
　　しかし，現在，墓地がどういった分布形態になっているかを把握する為の地図が存在し
ないことがわかった。江戸時代における墓地の分布図は，地域こそは限定しているが，鈴氏
の「死者の都市」で，作成されているが，現在のものは見当たらなかった。
　そこで，6章では東京都に存在する墓地の地図を，事業型墓地の分布傾向を考察するため
に作成することを試みた。2章で分類した寺院型墓地，公営型墓地，事業型墓地の分布図を
作成し1，これらを通して，分布形態から事業型墓地を分類し，どういう場所に立地しやす
いかを地図から読み取った。
　東京都における墓地の住所については，それを管理する所に情報開示の請求を行なった。
管理は，東京23区内では各区役所の保健所生活衛生課環境衛生係で経営許可申請および管理
を行なっている。また23区外においては，東京都福祉保健局健康安全室環境衛生課指導係に
て業務を行なっている。
　開示請求申請内容は以下の内容を記述して行なっている。実際の申請書を図6-1および図
6-2に示す。

23区内（図6-1）
「区内における墓地および納骨堂の名称，所在地，経営者，面積，経営許可年月日がわかる
もの（墓地台帳または一覧）」

23区外（図6-2）
「東京都内（23区内を除く）の墓地台帳（個人墓地を除く）のうち，墓地名称，所在地がわ
かるもの（台帳または一覧）」2

                                      
1 個人墓地，村落共同墓地に関しては 2005年 4月施行の個人情報保護法の規定に基づきにより情報を開示されなか
ったため数を把握することは不可能であった。
2 「個人墓地を除く」とあるのは，個人情報保護法よる
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図 6-1　板橋区の墓地に関する開示請求申請書（板橋区役所）



６章 事業型墓地の分布

56

図 6-2　23区外における墓地に関する開示請求申請書（東京都）
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6-2 事業型墓地の分布図と考察

6-2-1 分布図作成データ

�　墓地の住所

東京都において，各区役所の保健所生活衛生課環境衛生係にて開示された墓地およ
び納骨堂の住所データをもとにゼンリン住宅地図にて住居表示に修正したもの。

�　GISソフト　Arc Map
�　ゼンリン宅地電子データ
�　ゼンリン住宅地図 2005
�　その他データ（駅・区割り・路線）
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6-2-2 東京23区内における事業型墓地の分布
　
　東京23区内おける事業型墓地の一覧を表6-1に示す。

表6-1　事業型墓地一覧
1 文京区 墓地 れんげ山霊園 宗教法人総本山烏帽子山最福寺 東京都文京区小日向1-5-1
2 文京区 墓地 メモリアルパーク小石川 宗教法人　極楽寺 東京都文京区白山3-1-25
3 文京区 納骨堂 本郷陵苑 宗教法人　興安寺 東京都文京区本郷1-8-18
4 文京区 墓地 興安寺　本郷陵苑 宗教法人　興安寺 東京都文京区本郷1-8-18
5 江戸川区 墓地 パーク江戸川セントソフィア 宗教法人　林泉寺 東京都江戸川区西一之江3-12-9
6 江戸川区 墓地 江戸川聖地霊園 宗教法人　長谷院 東京都江戸川区松本2-15-1
7 江戸川区 霊廟  一之江・妙宗大霊廟 宗教法人　一之江・妙宗大霊廟 東京都江戸川区一之江6-19-18 
8 江東区 墓地 江東メモリアル 宗教法人　日蓮宗　法華堂教会 東京都江東区東砂2-11-28
9 江東区 墓地 深川さくら浄苑 宗教法人　正覚寺 東京都江東区深川2-41-2

10 葛飾区 墓地 ガーデン葛飾 宗教法人　延命寺 東京都葛飾区白鳥4-13-30
11 葛飾区 墓地 四つ木聖地苑 宗教法人　眞昌寺 東京都葛飾区東四つ木1-1-13
12 葛飾区 墓地 水元パークサイドメモリアル 宗教法人　源寿院 東京都葛飾区東金町8-215-1
13 葛飾区 墓地  メモリアルパーク白鳥墓苑 宗教法人　延命寺 東京都葛飾区白鳥4-13-23
14 葛飾区 墓地 グリーンパーク葛飾 宗教法人　延命寺 東京都葛飾区白鳥4-13-30
15 板橋区 墓地 小豆沢墓苑 宗教法人　清岸寺 東京都板橋区小豆沢3-7-32
16 板橋区 墓地 高島平霊園 宗教法人　泉福寺 東京都板橋区新河岸1-9-3
17 板橋区 墓地 板橋向原浄苑 宗教法人　念空寺 東京都板橋区向原3-2-1
18 板橋区 墓地 西高島平霊園 宗教法人　智泉院 東京都板橋区三園2-9-14
19 板橋区 墓地 セントソフィア板橋ヒルトップ 宗教法人　林泉寺 東京都板橋区赤塚5-12-23
20 板橋区 墓地 赤塚霊園 宗教法人　泉福寺 東京都板橋区赤塚8-4-9
21 板橋区 納骨堂 清岸寺板橋区小豆沢墓苑 宗教法人　清岸寺 東京都板橋区小豆沢3-7-32
22 港区 墓地 芝浄苑 宗教法人 宗光寺 東京都港区芝4-6-21
23 港区 墓地 湧水の里　御田いずみ霊園 宗教法人　林泉寺 東京都港区三田4-3-20
24 港区 墓地 メモリアルガーデン麻布 宗教法人　浄廣寺 東京都港区南麻布1-6-33
25 港区 墓地 白金はなぞの霊園 宗教法人　嶺雲寺　曹洞宗 東京都港区白金2-1-16
26 港区 墓地 南麻布浄苑 宗教法人　浄廣寺 東京都港区南麻布2-9-42
27 港区 墓地 高輪 メモリアルガーデン 宗教法人 松光寺 東京都港区高輪1-27-18
28 港区 屋内墓地（納骨堂あり） 麻布浄苑 宗教法人　伝燈院 東京都港区元麻布2-5-8
29 港区 霊廟（納骨堂あり） 青山浄苑 宗教法人　梅窓院 東京都港区南青山2-26-38
30 港区 霊廟（納骨堂あり） 麻布山善福寺山廟 宗教法人　麻布山善福寺 東京都港区元麻布1-6-21
31 荒川区 墓地 石浜霊園 宗教法人　石浜神社 東京都荒川区南千住3-28-58
32 荒川区 墓地 西日暮里正覚寺第二墓地 宗教法人　正覚寺 東京都荒川区西日暮里5-8-4
33 荒川区 墓地 洗心浄苑 不明 東京都荒川区東尾久1-23-2
34 大田区 墓地 セントメモリアル西嶺浄苑 宗教法人　大乗教会 東京都大田区西嶺22
35 大田区 墓地 せせらぎ霊園 宗教法人　萬福寺 東京都大田区南馬込1-49-1
36 台東区 納骨堂 メモリアルガーデン上野 宗教法人　妙泉寺 東京都台東区上野桜木1-15-10
37 台東区 納骨堂 浄華堂（東京本願寺浄華堂） 宗教法人　東本願寺 東京都台東区西浅草1-5-5
38 台東区 室内墓地 東京浄苑 宗教法人 　正法寺  東京都台東区東浅草1-1-15
39 新宿区 墓地 恵光メモリアル新宿浄苑 宗教法人　瑞光寺 東京都新宿区原町2-34
40 新宿区 墓地 神楽坂霊園 宗教法人　南蔵院 東京都新宿区箪笥町41
41 新宿区 納骨堂 四谷霊廟 宗教法人　真成院 東京都新宿区若葉2-7-8
42 北区 墓地 大恩寺墓所 宗教法人　大恩寺 東京都北区赤羽西3-15-19
43 北区 墓地 新あかばね霊苑 宗教法人　大恩寺 東京都北区赤羽西6-41
44 北区 墓地 滝野川墓苑 不明 東京都北区滝野川7-8-1
45 練馬区 墓地 パティオ武蔵野セントソフィア 宗教法人　真政寺 東京都練馬区関町北3-4-11
46 練馬区 墓地 ねりま浄苑 宗教法人　信行寺　 東京都練馬区練馬2-14-18
47 練馬区 納骨堂 江古田斎場聖恩山霊園 社会福祉法人東京福祉会 東京都練馬区小竹町1丁目61-1
48 目黒区 納骨堂 目黒霊廟 宗教法人　五百羅漢寺 東京都目黒区下目黒3-20-11
49 品川区 墓地  山の手浄苑 宗教法人　安養院 東京都品川区西五反田4-12-1
50 品川区 墓地 品川はなぞの霊園 宗教法人　嶺雲寺 東京都品川区東大井2-15-10
51 渋谷区 納骨堂 應慶寺霊廟 宗教法人　應慶寺 東京都渋谷区元代々木町24-3
52 渋谷区 墓地 長泉寺 宗教法人　長泉寺 東京都渋谷区神宮前6-25-12
53 豊島区 墓地 すがも平和霊苑 宗教法人　功徳院 東京都豊島区巣鴨5-35-37
54 豊島区 墓地 鳩浄苑 宗教法人　功雲院 東京都豊島区池袋3-5-9
55 世田谷区 墓地 赤堤の郷 宗教法人　即法寺 東京都世田谷区赤堤3-22-4
56 世田谷区 墓地 松陰霊園 宗教法人　松陰神社 東京都世田谷区若林4-35-1
57 世田谷区 納骨堂 松陰霊園崇祖殿 宗教法人　松陰神社 東京都世田谷区若林4-35-1
58 足立区 墓地 足立梅島霊園 宗教法人　文彰寺 東京都足立区梅島1-29
59 足立区 納骨堂 足立梅島霊園 宗教法人　文彰寺 東京都足立区梅島1-29-5
60 足立区 墓地 久遠の里 不明 東京都足立区大谷田2丁目3-35
61 足立区 墓地 清流の里霊園 不明 東京都足立区入谷8丁目17-14
62 足立区 墓地 みどりが丘墓苑 不明 東京都足立区大谷田2丁目3-35
63 墨田区 納骨堂 春慶寺 宗教法人　春慶寺 東京都墨田区業平2-14-9
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表6-1を用いて図6-3～図6-7の地図を作成し，考察を行なった。

図 6-3　事業型墓地分布
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図 6-4　地価からみた事業型墓地分布
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図 6-5　業種別墓地分布

図 6-6　タイプ別事業型墓地
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図 6-7　経営許可年月日別事業型墓地分布

図 6-8　鉄道網と事業型墓地
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図 6-9　容積率からみた事業型墓地

図 6-10　建ぺい率からみた事業型墓地
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図 6-11　用途地域区分からみた事業型墓地
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 考察　-地図からの読取り-

� 表6-1より，事業型墓地は板橋区(6箇所)，港区（9箇所），葛飾区（5箇所）に多いことがわ
かった。

� 表6-1より中野区には事業型墓地は存在しない。

� 図6-3より，事業型墓地は麻布エリアと台東エリアに密集し，皇居を囲むように分布して
いる。

� 事業型墓地の数は意外にも少ないことがわかった。

� 図6-3と図6-8から，事業型墓地は，板橋区，葛飾区，江東区および江戸川区においては駅
から少し離れた場所に立地しており，分布傾向が似ている。

� 図6-6より墓地は皇居を中心に南東方向を除き，同心円上に数が減少していく

� 図6-7より板橋区，世田谷区の事業型墓地は全て1990年代以降に開発されている。

� 図6-4より江東区では事業型墓地は地価の安い場所，港区の麻布では他の地区よりも一段
高い場所に立地している。

� 図6-11から，用途地域別にみると北部，東部の事業型墓地は工業地に立地する傾向がある。
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考察　-事業型墓地のタイプから-

� 北部では板橋，東部では江東，葛飾エリアに公園型の事業型墓地が開発されている。

� 麻布，文京などの高級住宅街では，マンションタイプの事業型墓地が開発されている。

� 図6-9より容積率が高い場所においては，墓地区画が小さく，コンパクト化が進んでおり
マンションタイプの墓地や納骨堂の割合が高くなる。
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図 6-12　寺院型墓地分布

図 6-13　公営型墓地分布

（都立霊園4箇所，新宿公営墓地，元寺院境内共葬墓地四つ木墓地）
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図 6-14　全墓地分布（東京都）
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 6-2-3　墓地利用者の傾向

（１） 自宅からの距離
墓地は遠いよりは近い方がよい。人口が密集している都心部は，墓地の販売においては
魅力のあるターゲットゾーンと言える。寺院型墓地ならば，なおさら檀家になるという
点で自宅からの距離がより重要になる。利用者の立場から言うと，近い方が墓参が日常
的に可能になってくる。

　　　
（２） 価格
少しでも安い方がよい。寺院型墓地と事業型墓地を比較すると一般に寺院型墓地の方が
価格は高い。寺院型墓地は事業型墓地に比べ歴史や伝統もあるため，信頼度も高く，安
心感を得やすい。また，住職に日々供養してもらうことで，遺族は何らかの安堵感を覚
えるのであろう。しかし，都心では寺院墓地は思うように空きがなく，事業型墓地を選
択することしかできない場合もある。また，家族に子供がないなど，墓の継承者がいな
い場合は寺院の要求に適応できないことから事業型墓地を選択することもある。

（３） ロケーション
鉄道・バス網が発達している東京では，交通手段が便利な方が良い，よってアクセスの
しやすさは価値基準の一つである。さらに，墓地がある場所は静かな場所が理想的で，
できれば静けさを誘うような空間を演出できればなおよいだろう。しかし，都心では地
価の関係もあり，面積は十分とれることはなく，面積効率を考えると，区画だけが機械
的に配置され，空間と言った付加価値要素は見受けられないだろう。

（４） 施設
駐車場は郊外型の事業型墓地に関しては必須であろう。都心でもあるに超したことはな
いが，面積を確保できない墓地に関しては墓地区画を優先させるのが現状である。

　　最近では，法事が行える施設が完備されている事業型墓地もあり，施設が充実している。
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6-3 事業型墓地の分類　-開発前の土地利用から-

　事業型墓地が開発される以前がなんだったのかを知ることは重要である。

ヒアリング調査により，事業型墓地が以前何であったかを調べた。表6-2に示す。

表6-2　事業型墓地以前の利用調査（途中）

1 文京区 れんげ山霊園 東京都文京区小日向1-5-1
2 文京区 メモリアルパーク小石川 東京都文京区白山3-1-25 共同印刷

3 文京区 本郷陵苑 東京都文京区本郷1-8-18
4 文京区 興安寺　本郷陵苑 東京都文京区本郷1-8-18
5 江戸川区 パーク江戸川セントソフィア 東京都江戸川区西一之江3-12-9 資材置き場

6 江戸川区 江戸川聖地霊園 東京都江戸川区松本2-15-1
7 江戸川区  一之江・妙宗大霊廟 東京都江戸川区一之江6-19-18 
8 江東区 江東メモリアル 東京都江東区東砂2-11-28 鉄鋼所

9 江東区 深川さくら浄苑 東京都江東区深川2-41-2
10 葛飾区 ガーデン葛飾 東京都葛飾区白鳥4-13-30
11 葛飾区 四つ木聖地苑 東京都葛飾区東四つ木1-1-13
12 葛飾区 水元パークサイドメモリアル 東京都葛飾区東金町8-215-1 不明

13 葛飾区 メモリアルパーク白鳥墓苑 東京都葛飾区白鳥4-13-23
14 葛飾区 グリーンパーク葛飾 東京都葛飾区白鳥4-13-30
15 板橋区 小豆沢墓苑 東京都板橋区小豆沢3-7-32
16 板橋区 高島平霊園 東京都板橋区新河岸1-9-3
17 板橋区 板橋向原浄苑 東京都板橋区向原3-2-1
18 板橋区 西高島平霊園 東京都板橋区三園2-9-14
19 板橋区 セントソフィア板橋ヒルトップ 東京都板橋区赤塚5-12-23 不明

20 板橋区 赤塚霊園 東京都板橋区赤塚8-4-9
21 板橋区 清岸寺板橋区小豆沢墓苑 東京都板橋区小豆沢3-7-32
22 港区 芝浄苑 東京都港区芝4-6-21
23 港区 湧水の里　御田いずみ霊園 東京都港区三田4-3-20
24 港区 メモリアルガーデン麻布 東京都港区南麻布1-6-33 不明

25 港区 白金はなぞの霊園 東京都港区白金2-1-16 不明

26 港区 南麻布浄苑 東京都港区南麻布2-9-42
27 港区 高輪 メモリアルガーデン 東京都港区高輪1-27-18
28 港区 麻布浄苑 東京都港区元麻布2-5-8
29 港区 青山浄苑 東京都港区南青山2-26-38
30 港区 麻布山善福寺山廟 東京都港区元麻布1-6-21
31 荒川区 石浜霊園 東京都荒川区南千住3-28-58
32 荒川区 西日暮里正覚寺第二墓地 東京都荒川区西日暮里5-8-4
33 荒川区 洗心浄苑 東京都荒川区東尾久1-23-2
34 大田区 セントメモリアル西嶺浄苑 東京都大田区西嶺22
35 大田区 せせらぎ霊園 東京都大田区南馬込1-49-1
36 台東区 メモリアルガーデン上野 東京都台東区上野桜木1-15-10 不明

37 台東区 浄華堂（東京本願寺浄華堂） 東京都台東区西浅草1-5-5 不明

38 台東区 東京浄苑  東京都台東区東浅草1-1-15
39 新宿区 恵光メモリアル新宿浄苑 東京都新宿区原町2-34 雑木林

40 新宿区 神楽坂霊園 東京都新宿区箪笥町41
41 新宿区 四谷霊廟 東京都新宿区若葉2-7-8
42 北区 大恩寺墓所 東京都北区赤羽西3-15-19
43 北区 新あかばね霊苑 東京都北区赤羽西6-41
44 北区 滝野川墓苑 東京都北区滝野川7-8-1
45 練馬区 パティオ武蔵野セントソフィア 東京都練馬区関町北3-4-11 建材用資材置き場

46 練馬区 ねりま浄苑 東京都練馬区練馬2-14-18
47 練馬区 江古田斎場聖恩山霊園 東京都練馬区小竹町1丁目61-1
48 目黒区 目黒霊廟 東京都目黒区下目黒3-20-11
49 品川区  山の手浄苑 東京都品川区西五反田4-12-1
50 品川区 品川はなぞの霊園 東京都品川区東大井2-15-10
51 渋谷区 應慶寺霊廟 東京都渋谷区元代々木町24-3
52 渋谷区 長泉寺 東京都渋谷区神宮前6-25-12
53 豊島区 すがも平和霊苑 東京都豊島区巣鴨5-35-37
54 豊島区 鳩浄苑 東京都豊島区池袋3-5-9
55 世田谷区 赤堤の郷 東京都世田谷区赤堤3-22-4
56 世田谷区 松陰霊園 東京都世田谷区若林4-35-1
57 世田谷区 松陰霊園崇祖殿 東京都世田谷区若林4-35-1
58 足立区 足立梅島霊園 東京都足立区梅島1-29
59 足立区 足立梅島霊園 東京都足立区梅島1-29-5
60 足立区 久遠の里 東京都足立区大谷田2丁目3-35
61 足立区 清流の里霊園 東京都足立区入谷8丁目17-14
62 足立区 みどりが丘墓苑 東京都足立区大谷田2丁目3-35
63 墨田区 春慶寺 東京都墨田区業平2-14-9
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　表 6-2から事業型墓地の跡地から分類すると，

� 板橋区，葛飾区，江戸川区に見られる公園型の事業型墓地に様な工業地に建設される事業

型墓地は資材置き場や，鉄鋼所等などの工場跡地に建設されている。

� 見た目も寺院型墓地と区別がつかない様な事業型墓地は，寺院型墓地を拡張する際にその

一部を事業型墓地に転換したか，寺院型墓地そのものを事業型墓地に変化させたものが多

い。
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6-4 事業型墓地開発事例

（１）高島平霊園：（株）ニチリョクによる総合開発

　（株）ニチリョクによる総合プロデュースにより開発された事業型墓地である。

墓地名 高島平霊園 平坦値霊園

住所 東京都板橋区新河岸1-9-3

経営者 宗教法人　泉福寺

管理者 宗教法人　泉福寺

販売 株式会社ニチリョク（受託）

開設 2000年

面積 3,036m2

区画数  1,463区画

永代使用料

面積による

0.55m2：56万円より

2.00m2：200万円より
他

年間管理費 12,600～21,000円

開発
界唯一のジャスダック（店頭）上場企
業ニチリョクと泉福寺との運営・管理

施設
・総合管理棟（管理事務所・休憩室）
・高島平霊園会館（礼拝堂・斎場・会
食室等）
・駐車場完備

特徴
・23区内最大級の公園墓地
・ニチリョクによる完全墓石販売管理
・管理棟には営業マンが待機
・駅から歩いて20分ほど
・バス停が近くにある
・墓石は星形等多様化
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（２） メモリアルパーク小石川：株式会社開成プランニング 3による霊園開発

墓地名 メモリアルパーク小石川 都市型公園墓地

住所 東京都文京区白山3-1-25

経営者 宗教法人　極楽寺

管理者 宗教法人　極楽寺

販売 多数の墓石業者

開設 1998年

面積 647m2

区画数  400区画

永代使用料

面積による

0.315m2：95万円より

1.035m2：280万円より
他

年間管理費 15,000～20,000円

開発
（株）開成プランニングによる
霊園開発

施設
・管理事務所
・法要施設
・休憩所
・水道施設他

特徴
・すぐ隣に寺院がある
・多数の墓石業者により区画を販売
・管理棟には住職さんがいる
・隣の家とは壁で仕切られているが，かなり接近している
・せまい。広告の様な広々とした印象は受けない

                                      
3 霊園等の開発・建設並びに管理・運営，輸入石材の販売及びその工事，石材業者のコンサルタント業務，不動産の
売買・貸借・経営，土木建築工事の設計・施工及び請負を行う株式会社 
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（３） ガーデン葛飾

墓地名 ガーデン葛飾 ガーデン風墓地

住所 東京都葛飾区白鳥4-13-30

経営者 宗教法人  延命寺

管理者 宗教法人  延命寺

販売 多数の墓石業者

開設 2005年

面積 663.55m2

区画数 439区画

永代使用料

面積による

0.315m2：95万円より

1.035m2：280万円より
他

年間管理費 12,000円

特徴
・芝生墓地がある
・管理棟には住職さんがいる
・バリアフリー

施設
・管理事務所
・法要施設
・休憩所
・駐車場

開発-不明

図 6-11　ガーデン葛飾区画図面

（http://www.marusan.com/b_parts/katsushika.html）
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（４） 江東メモリアル

墓地名 江東メモリアル 公園墓地

住所 東京都江東区東砂2-11-28

経営者 宗教法人　日蓮宗　法華堂教会

管理者 宗教法人　日蓮宗　法華堂教会

販売 複数の墓石業者

開設

面積 2218.66m2

区画数 -

永代使用料

面積による

0.25m2：57万5,000円

0.81m2：1,86万3,000円
他

年間管理費 12,000円

施設
・管理事務所
・礼拝堂
・水場
・手桶置き場
・蓮池

開発

特徴
・荒川のリバーサイドに位置する交通巳至便のロケーション
・全区画平坦地
・エレベータ完備
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（５） 恵光メモリアル

墓地名 恵光メモリアル新宿浄苑 都市型公園墓地

住所 東京都新宿区原町2-34

経営者 宗教法人　瑞光寺

管理者 宗教法人　瑞光寺

販売 りんりんの丘(株)

開設 2002年

面積 600m2

区画数 370区画

永代使用料

面積による

0.49m2：80万円より

3.00m2：450万円より
他

年間管理費 18,000～28,000円

施設
・管理事務所
・本堂
・駐車場
・会食所

開発

特徴
・バリアフリー
・インターロッキング
・新宿副都心
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（６） メモリアルガーデン上野

墓地名 メモリアルガーデン上野 ガーデン風墓地

住所 東京都台東区上野桜木1-15-10

経営者 宗教法人　妙泉寺

管理者 宗教法人　妙泉寺

販売 マルサン石材センター

開設 2002年

面積 710m2

区画数  346区画

永代使用料

面積による

0.48m2：73万円より

2.00m2：152万円より
他

年間管理費 14,000～20,000円

施設
・法要祭事室
・会食堂
・休憩室
・礼拝堂
・駐車場

開発
・（株）泰洋開発
・姉妹霊園がある
メモリアルガーデン調布
メモリアルガーデン東久留米
メモリアルガーデン川口山王

特徴
・花が咲く
・上野公園や湯島天神、横山大観記念館などに近い
・上野の森を望める豊かな環境
・駅から近い
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7-1 事業型墓地の課題

　これまでの章で，事業型墓地の実態について調べ，開発・経営および都市における分布形態
について論じた。事業型墓地は霊園ビジネスの一環として注目され今後も増加する傾向にある。
これまでの調査および分析から事業型墓地に課せられる課題を挙げる。

（１）墓地ビジネスの健全化

墓地の「非営利性」と「永久性」を確保することはもちろん，墓地開発・運営業者

（２）行政参加の運営・管理

行政は，あくまで墓地経営開発許可を下す機関としてだけ機能しており，管理といっ

てもその役割をほとんど果たしていない。事業型墓地の経営を許可した後，その経営

や事業展開に関しては関与しないため，様々な墓地開発が行なわれてしまう。

（３）都市計画法での規制

墓地は必要不可欠な都市施設であるにもかかわらず，都市計画法上での規則は存在し

ない。

（４）墓埋法の見直し

昭和 23年以降殆ど内容が変わっておらず，衛生面での埋葬似に関する法律である為，

火葬率が 99％にまで高くなった今では，あまり効果を発揮していないように思える。

（５）公共性を取入れること

都営霊苑が親しまれている理由として，公共性という側面を持っているからである。

（６）ある程度の面積を保有すること

事業型墓地は霊園と称して販売されることが多いが，必ずしも霊苑と言える様な広さ

はなく，面積が小さすぎて墓石がただ並んでいるだけの場所に見えることがある。

（７）利用度を高めること

墓地以外での利用価値を見いだすこと。
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7-2 事業型墓地のコントロール手法
　
　事業型墓地が，都市の中で乱開発されていく，一番の理由は都市計画における専門的な知識

の不足による所であると思う。これは，墓地にだけでなく，様々な都市施設に対して言えるこ

とである。都市における公共性が反映され，都市生活者にとって住み心地が良く，快適だと感

じるのは，昔ながらの伝統的なものか，専門家によって，または慎重な調査から得られた情報

をもとに事業を計画されたものである。よって，事業型墓地に関しても，専門家，行政，事業

者との連携の下で，開発が進められなければならない。「非営利性」と「永続性」を追求する

ならば行政の介入は必ずなければならない。

　事業型墓地をコントロールするという点に着目すると，事業主が儲けの為に墓地開発を行な

っているのであれば，墓地価格の競争という概念を取り除いてやることで改善策は得られるの

ではないだろうか。

ココントロール手法

（１）開発区域指価格一律化方式

� 行政による事業型墓地価格の一律化と開発区域指定

� 開発区域を指定する

� 管理・運営・経営は行政機関としてNPOに委託する

（２）葬送都市計画方式

� 行政＋デザイナー＋都市計画家による無償墓地の開発

（３）　都心には墓地を造らないようにする
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8-1　　はじめに
 
　
　同じアジア圏に属す日本の首都「東京」
と韓国の首都「ソウル」（図8-1）は大都
市という観点からみると，非常に類似し
た都市であると言える（表8-1）。人口規
模や国土に占める首都の面積比はほぼ同
じ（表8-1）で，都市の急な発展という点
においても非常に似た道を歩んでいると
考えられる。
　 本論文の研究背景でも述べたように，
大都市東京では隙間産業化した墓地が点
在しており，都市景観を乱し，都市計画
の妨げとなっている。よって，何らかの
行政による対応策が必要であり，本研究
の調査からもその必要性が理解できるで
あろう。時を同じくして，韓国でもまた，
墓地問題が社会問題として注目されてい
る。ソウル市内に墓地を確保することは
難しく，都市開発の妨げとなる要因とな
っている。
　韓国は「ダイナミック・コリア1」とも
言われるほど都市の発展は著しい。この
「ダイナミズム」は変化の速さという意
味を表しており，葬送に関する意識や墓
地のあり方にもこの「ダイナミズム」が
影響し，韓国の墓地のあり方は大きく変
わろうとしている。
　 常に変化を遂げ成長している大都市東
京であるが，墓地という観点からみると，
他国に比べてやはり遅れをとっているよ
うに感じられる。他国の中でも韓国は墓
地政策にすばやく取り組んでおり，すで
に成果を挙げており，将来的な墓地ビジ
ョンを確立している。ソウルほど，東京
と比較しやすく，数多くの共通点が見ら

                                      
1 ダイナミックコリア：発展が凄まじい韓国に対して使用される言葉　韓国で 2002年国家イメージキャッチフレー
ズである

図 8-1　韓国と日本の位置
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れる都市は他にはそうない。
　そこで，東京よりも遅くに都市化を迎えたにもかかわらず，墓地政策に取り組むソウルに
着目し現地調査を行なった。ソウルでどういった政策がとられているかは，東京の今後にも
少なからず影響を与えるものである。また，この先行事例を通して東京でも新たな墓地制度
の探求と行政対応を期待する。

表 8-1　東京（200５年）とソウル（2004年）

日　　　本 韓　　　国
行政名称 東京都 ソウル
位置 東経133°6'、北緯33°5' 東経126°59'、北緯37°34' 
面積 2,187km2 605km2

面積／国土面積 0.60% 0.60%
人口 12,577,819人 10,276,968人

首都圏3,300万人－東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 首都圏2,200万人－ソウル特別市、仁川広域市、京畿道

全体人口との比較 日本総人口の約9.6% 韓国総人口の約22% 
人口密度 5,404人／km2 16,975人／km2

（日本全体：340人／km2） （韓国全体：473人／km2）
世帯数 5,870,754世帯 3,714,697世帯

年間平均気温 15.9℃ 12.8℃
行政区分 23特別区26市5町8村 25区522行政洞

東京都統計局及びソウル市データより

　1960～70年代，韓国の急激な産業化と都市化によって農村から都市への人口移動が進行
し，ソウルを中心とした首都圏の人口密集現象が起きた。さらに，1990年代に入り，急速
な経済発展とともに，人口集中，高齢化，少子化，核家族化の急増，独居老人の急増など，
日本と同様な社会問題が発生している。表8-2に示す韓国統計庁が2001年に発表した「将来
人口推計」によると，1980年の総人口（3812万4000人）に対する高齢者人口（割合）は145
万6000人（3.8％）であったが，2000年には，総人口4700万8000人，高齢者人口（割合）
は，2倍以上の339万5000人（7.2％）にまで急増している。

表 8-2 韓国総人口及び65歳以上高齢者人口割合の推移（単位：千人）

          生産者人口：15歳～64歳
　　　　　出典：韓国統計庁「将来人口推移」（2001）より
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8-2　土葬文化から火葬文化へ

　儒教における死の観念として，人は死後魂と魄（はく）とに分かれ，魂は陽に従って天に
昇り，魄は地に降り，陰に従うとされた。このため魂は位牌にまつり，遺体は土に埋めて土
葬とした。そして死者は，死後も生前と同じように生活すると見なされていた。韓国の土葬
文化は，儒教思想2，風水思想が強かった李氏朝鮮時代から始まり，現在まで強く根付いてい
る。それ以前は仏教の影響で，統一新羅時代から高麗時代までは火葬が主流であった。

写真 8-1　東九陵　李氏朝鮮時代の古墳3

                                      
2 儒教：孔子（BC55l～479）の教えは門弟たちによって大成され，儒教として展開した。
3 韓国の一般的な墓のモチーフとなった。
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　韓国の一般的な家庭のお墓は山に造られてきた。よって，韓国では山々の中腹にお椀をひ
っくり返した様な小さな土饅頭が連なっている風景がみられる。これは韓国の伝統的な墓で，
遺体を一体ずつ埋める土葬が一般的である。韓国語ではお墓のことを「墓地（ミョジ）」，「墓
所（ミョソ）」または，山に墓があることから「山所（サンソ）」と呼ぶ。墓には，一人ずつ
お椀を逆さにしたように土を盛って封墳をつくって埋葬し，その前に小さな碑石を建てる。
　写真8-2は，ソウル市の端にある「Mang Woo Ri 公園墓地」の風景である。山には墓し
かなく，土饅頭が至る所に点在し印象的であった。山を登るとソウル市内が見渡せる（写真
8-3）。

写真 8-２　ソウル市にあるMang Woo Ri 公園墓地風景

写真 8-３　都市と墓地山のコントラスト　Mang Woo Ri 公園墓地にて
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　今，韓国の土葬文化が変わりつつある。韓国では，墓の増加により韓国全土が死者で埋め
尽くされてしまうのではないかと思われるほど，墓地の用地問題が深刻化し，特にソウルで
の墓地問題は早急に対処する必要があると考えられ，行政が積極的に今後の墓地のあり方を
検討し，解決策を打ち出している。その一つとして，土葬を禁止し，火葬へと移行させる計
画が実行された。これにより，火葬率が大幅に増加し，従来の儒教中心の土葬文化から火葬
文化へと大きく変貌を遂げた。韓国の火葬率は１０年前と比べておよそ２倍となり，現在は
６２％である（表8-3）。

表 8-3　火葬率変化

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
火葬率（％） 28.3 30 30.7 36.1 41.9 48.3 53.2 59.4 60.1
土葬率（％） 71.4 71 67 63.5 58.4 51.7 46.8 40.6 39.9

ソウル市役所管理データより
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8-3　ソウルにおける墓地問題と取り組み

8-3-1 韓国の墓地問題

　韓国では国土が墓で埋め尽くされると言われるほど，墓地の用地問題が深刻化しており，
それらは表8-4および表8-5をみるとよくわかる。韓国の保健社会部統計によると，1983年
12月おける墓地の基数はおよそ1670万基，面積は840km2で，この面積は全国の宅地面積
の50%，工業団地面積の2.6倍にあたる。国土面積に対しては，0.86％を墓地が占めている
ことになる。さらに，1999年になると墓地総面積が増加し，墓地総面積数は960km2にま
で達した。国土面積に対して墓地が占める割合は，0.97％となり，韓国全土のおよそ１％
が墓地面積となったことになる。16年の間に，0.11％も墓地面積が増加しており，もし，
この速度で墓地が広がるとするならば，国土が墓で埋め尽くされると言われることも理解
できるであろう。

表 8-4　韓国全土における1983年12月の基数数及び面積

墓地 基数 面積（km2）

公設墓地 12,473,462 13.93

個人墓地 329.688 671.55

公園墓地 154,377 26.05

共同墓地 4,042,473 138.47

合計 16,670,642 836.07

国土同面積対墓地比率：0.86%
国土面積：99,016km2

韓国保健社会部統計1985年7月データより

表 8-5　韓国全土における1999年の登録墓地数及び面積

墓地 登録墓地数 面積（km2）
 公設墓地 10,468 109.1

法人墓地 108 29.8

共同墓地 5,620 18.7

家族墓地 6,603 16.6

個人墓地 - 784

合計 22,799 958.2

国土同面積対墓地比率：0.97%
国土面積：99,016km2

ソウル市役所管理データより
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　このように，墓地面積が拡大化すると同時に，都市化が進む韓国では墓地用地不足が生
じている。韓国では日本と異なり，個人墓地が主であり，山に個々が分散して墓地を造る
ため，山林開発や国土利用計画において，墓地が障害となっている。さらに，無縁墳墓の
多さも問題の一つである。全墳墓の約３分の１にあたる5～600万の墳墓が無縁墳墓と推定
されており，その多くは，日本統治時代に村単位で造った共同墓地3で，少し手を加えれば
耕地になるような場所が殆どであるという4。さらに，日本と同じように公設墓地（日本で
の公営墓地をさす）は既に空きがなく，民営の公園墓地に頼っており価格が高騰するなど
の問題も生じている。
　特に，ソウルでは都市化が活発になっており，人口流入も激しく，世帯数は大幅に増加
した。ソウル市が発表した「2005年住民登録人口統計」によると，ソウル市の人口は2005
末基準で1029万7004人であった。2004年同期の1028万7847人と比較すると0.09％（9157
人）増加した。また，世帯数も，前年より2.40％（9万719世帯）増加し，387万1023世帯
を記録した。1世帯に住んでいる平均人数は2.66人である。2人以下の世帯が増加して，4
人以上の世帯は減少したことから核家族化も進行していることがわかる。
　このように，ソウル市における墓地問題は都市生活者にとって当面の問題となってきて
おり，都市の発展段階にいるソウルにおいては早急な解決策を必要とし，これらに対応す
るべく，「ソウル市　福祉健康局　老人福祉課」に墓地問題に取り組む機関として「葬事文
化チーム」を設置し，墓地改革を試みた。

                                      
3 1912年 6月に朝鮮総督府令第 123号として「墓地・火葬場および埋葬取締規制」が制定され，最初に共同墓地制
度が実施された。
4 金仁，1987年，258項
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8-3-2 葬事文化チームの取り組み

　韓国のソウル市役所では，2001年に福祉健康局老人福祉課葬事文化チームを立ち上げ，
墓地不足問題に対する解決策と理想的な墓地のあり方を模索してきた。ソウル市の飛躍的
な都市の発展は韓国の墓地形態を大きく変化させた。従来の韓国の葬送文化は土葬であり，
面積を必要とするためソウル市の発展の為には，墓地は開発の妨げとなっていた。ソウル
市には人口が流入し生活者が増加し，同時に墓地需要も高まったが，都市の発展のために
は墓地の面積は縮小を余儀なくされた。このため，土地を必要とする土葬文化そのものを
見直し，火葬を推奨した。墓地面積の確保と同時に韓国の伝統的な葬送文化をも変えてし
まった。文化をもあっさりと変えてしまう行政の施策はまさに韓国が掲げているダイナミ
ックコリアに相応しいかもしれない。
　葬事文化チームでは，現在ソウル市における墓地形態を散骨へと移行させようと計画し
ている。ソウル市の条例によると1998年8月6日からはソウル市では個人用地およびグリ
ーンベルトと呼ばれる墓地禁止地区（個人の用地でもグリーンベルトでは墓地として使用
してはいけない）を除いて，土葬を禁止し火葬を義務づけた。また，市が経営する墓地に
おいて2003年5月1日からは散骨も認め推奨している。現在はソウル市が経営する墓地施
設では4つの決まった場所に散骨するように管理されている。個人の特別な場所が設けら
れないことから，個別散骨も容認していく方針である。また2006年1月には完全に自然葬
（散骨・樹木葬）になる予定で，今後樹木葬用の施設を開発する計画である。韓国の火葬
場は1930年3月1日に初めて建設された。また無縁墓に関しては3年に1度無縁墓の調査を
行い，一定期間告知した上で無縁墓を処理している。このように行政による取り組みによ
り人為的に，土葬文化から火葬文化へと変わり（表8-3），さらには散骨文化に発展してい
る.。
　現在ソウル市では，施設管理公団に市営墓地の管理を委任している。この施設管理公団

はあくまで管理のみを行なう機関である。
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＜施設別設置年代総括＞

表 8-5　ソウル市が管理する火葬場の推移

火葬場
1930.3.1 市立葬儀場設立（火葬炉7，西大門ホンチェドン）

1970.9.26 現在の位置に移転（火葬炉24）
1986.12.7 現代式施設に新設（火葬炉15）
1987.1.1 施設管理公団に運営委託

1992.12.30 火葬炉を１つ増設（火葬炉16）
1997.11.15 管理事務室新設
2000.12.31 火葬炉を7つ，ウェイティングルーム，トイレ増設

2002.11～2005.6    新型火葬炉変更要請

表 8-6　ソウル市が管理する納骨施設の推移

納骨施設
1995.12.6 第１の追慕の家　新設（6,036 遺体）
1997.4.17 第２の追慕の家　新設　（遺体：7,398,火葬場の２階）
1998.12.28 ヨンミリ　土饅頭型の納骨堂新設（7,650遺体，ヨンミリ第1墓地300区域内）
1999.6.27 ヨンミリ　壁式墓地新設（5,348遺体，ヨンミリ第1墓地300区域内）
2000.4.29 ヨンミリ　マンション式墓地　新設（36,945遺体，ヨンミリ第2墓地内）
2002.1.11 ヨンミリ　王陵・壁式墓地　新設（26,934遺体，ヨンミリ第1墓地内）
2004.6.29 ソデサン　追慕の家　市民が使用開始（10,000遺体）

表 8-7　ソウル市が管理する墓地の推移

墓地
1933.5.27 マンウーリー墓地開設（53万3千ピョン）

1963.11.1
ヨンミリ　第1墓地（85万5千ピョン）
ピョクチェリ　墓地開設（41万6千ピョン）

1968.5.10 ネーゴンリ墓地開設（85万5千ピョン）
1973.12.26 ヨンミリ　第2墓地（32万4千ピョン）
1987.1.1 施設管理公団に管理委託（ヨンミリ第1,2墓地，ピョクチェリ）
1991.1.1 施設管理公団に管理委託（マンウーリー，ネーグンリ） 
1998.8.6 洪水による水害以降：土葬は禁止

表 8-8　ソウル市が管理する納骨施設の推移

納骨施設
2003.5.26 追慕の森（3,550ピョン）　新設

※ピョン：畳二枚分

※表 8-5～8-8ソウル市統計　「葬事事業運営細部内容」より
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8-3-3 ソウルの墓地事情～Shim,Soon-Hui氏とのインタヴューを通して～

　実際に，韓国でどのような政策が実施されているかを調べるために韓国への現地調査を
行った。8-3-1 及び 8-3-２で述べたように，東京とソウルは非常に類似した問題を多く抱
えており，韓国での取り組みは今後の日本の墓地のあり方に対して，何らかの影響を与え
るものであり，参考とするところが数多く見受けられたからであり，今回の調査は非常に
意味があったと言える。

　2005 年 11 月 22 日，ソウル市役所内第１庁舎にある老人福祉課葬事文化チームのチー
ム長を勤める Shim,Soon-Hui氏を訪ね，対談を行った。

　以下に対談内容として議事録を示す。

日時：2005年 11月 22日　午前 10時～12時
場所：ソウル市役所　第 1庁舎　福祉健康局　老人福祉課　葬事文化チーム
対象：Shim,Soon-Hui氏（葬事文化チーム，チーム長）
聞き手：近藤真由子（東京大学）
通訳：Choi,Jeong,Yeon（東京大学）
参考資料：散骨 CD，ソウル市データ

議 事 録
<インタビュー全文>

(文中、S:Shim,Soon-Hui氏、K:近藤)

K:　東京では、現在、土地不足と墓地需要の増加により、墓地面積の確保が難しくなり

つつあります。新規に墓地を購入する人の 4 分の 1 は関東に集中しており、民間による

開発が時に乱開発という結果になっています。韓国でも同様の問題が起こっていると伺

いましたが、どうでしょうか?

S:　国が制定する葬事に関する法律があり、その他にソウル市の制定する条例がありま

す。そこには、今後の死亡者数とそれに応じて必要される施設の規模が想定されていま

す。ソウル市では、以前に土葬が禁止となっています。したがって、ソウル市内の山に

埋めるということはありません。現在のソウル市での火葬率は62%となっています。1960

年代にマンウーリー共同墓地ができて、それ以後マンウーリー墓地がいっぱいになるま

では埋めることができました。そこがいっぱいになった後は、ソウル市の人口をカバー
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することができなくなったので、ソウル市立の墓地を作りました。葬事文化センターで

す。ソウル市内の死亡者はすべてそこで管理されます。火葬施設や納骨、散骨の施設な

ど、すべての施設が集約されています。当初、韓国の埋葬法は土葬が主でしたが、その

後火葬後の納骨が主となり、現在は納骨する場所すらなくなった都合上、納骨ができな

くなっており、火葬後の散骨をするようになっています。

K:　いつから散骨をするようになったのですか?

S:　2003 年の 5 月 1 日からです。ソウル市内に墓地は 5 つしかありません。先に述べ

たマンウーリー墓地などですが、それらはいっぱいとなり、納骨堂もほとんどいっぱい

になっています。散骨は、散骨のできる山が 4 カ所あり、火葬した後、灰となった骨を

保管し、ある程度集まった後、係員が数人分をまとめ、散骨をします。問題となってい

るのは、こうした施設はソウル市民を対象として作られていますが、実際に立地してい

るのはソウル市の周辺の市に作られています。したがって、周辺の市や住民から反対運

動が起こり、金銭的な対価を支払っています。

K: 散骨の細かな場所の指定はできますか?

S: できません。家族からは不満の声もありますので、今後は個別散骨という方法をとろ

うという動きがあります。問題は法制度の整備が遅れていることです。法制度が準備さ

れれば可能となるでしょう。研究は進んでおり、自然葬に関する法律は 2006 年 1 月 1

日に改正が予定されており、そこには樹木葬も取り入れられる予定です。

K: それは、ソウル市だけの条例ですか?

S: 散骨に関しては、現在条例があります。現在国全体としての法律はありません。散骨

はソウル市内だけです。法律の改正が 2006 年の 1 月に行われる見込みですが、そもそ

も散骨そのものが韓国人の感情にそぐわないという問題もあり、その点を今後考えてゆ

かねばなりません。ソウル市は来年 1 億ウォンをかけて、墓地を建設する予定で、 韓

国人の感情にもふさわしい樹木葬のあり方を模索する予定です。また、先に述べた葬事

文化センターにも作る予定です。現在、散骨に関しては条例で定められています が、個

別散骨に関しては条例に記述がありませんので、個別散骨に関する記述を条例に入れる

予定です。それにより、個別散骨が可能となり、そうなると自分の墓地が持つことがで
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きるようになり、韓国人の感情とも合うようになるのではないでしょうか?

K:それは、各人の墓地を持つということになるのですか?

S:そうです。実験的に、芝生の広い場所に、30 センチから 70 センチくらい掘って、埋

めることになります。土地はソウル市が所有することになります。どこに埋めたのか分

かるようになります。韓国には山が多いので、国が保有する山で樹木葬を行います。し

たがって、樹木葬は国の山を管理する山林省が計画を立てています。

K: もし、ソウル市でこの計画が進んだ場合、1 カ所に集中すると、既存の墓地はどうな

りますか?無縁墓などが増えますか?

S: 無縁墓に関しては、3 年に一度全国の墓を調べ、それによって、無縁墓は火葬して納

骨します。したがって、ソウル市内には無縁墓はほとんどなく、キリスト教の教会に付

属するような私立墓地に関しても、利用者は以前からお金を納めているはずなので、無

縁になることはないでしょうし、それらの私立墓地に関してはソウル市は関与すること

ができません。

K:　新規に私立墓地を開発したい場合はどのような手続きになりますか?

S:　ソウル市では、新規に墓地を作れませんので、墓地ではなく納骨堂となります。地

方では、比較的余裕があるので、墓地というかたちをとることができます。ソウルとは

異なります。私有地に埋葬する場合も、30日以内に自治体に報告しなければなりません。

私有地だからといって、勝手に埋葬できるわけではありません。

K:　ソウル市では、土葬を禁止したとのことでしたが、これまでの宗教や従来のお墓に

対する考え方との関係はいかがですか?

S:　近年は、地方からソウルへと流入する人口が増えているので、従来のかたちを維持

することは不可能です。これまで新たな埋葬のあり方を PR したり、著名人が生前から

樹木葬にすることに同意したりするなど、ソウル市民に関しては樹木葬のあり方に賛同

する人が増えています。
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K:　では、ソウル市民にとって、新しい埋葬法にたいする抵抗はないのでしょうか?

S:　もちろん、多少の抵抗はありますが、以前よりも少なくなっていることは事実でし

ょう。

K:　新たに建設される散骨の施設は、宗教は不問なのでしょうか?

S:　ええ、関係ありません。納骨堂に関しては、例えば宗教を特定したい場合は、もち

ろんそうすることができます。

K:　日本では、自治体の墓地なり納骨堂がこのようなバリエーションを持つことは少な

いですね。民間の墓地はそうですが。

S:　韓国でも、財団法人による墓地開発は、500 個以上なら認められており、様々な場

所で作られていますが、値段が 10 倍近く高くなります。日本ではどのようになってい

ますか。

K:　日本では、事業主体によって 4 つほどに分類できます。お墓に入るときに、ほとん

ど支払い、後は年ごとに管理費を支払うことが多いです。特に、韓国と異なり日本では

お墓にはほとんど必ず石を使います。それがお墓の値段を高くする一つの要因ですし、

墓石業者が墓地開発に関係することが多いのもその点に理由があるかと思います。

S:　ソウル市のものは、ソウル市民なら 12 万ウォン 5です。ソウル市民ではない人は、

24万ウォンです。

K:　安いですね。

S:　財団法人で経営している墓地は、200 万ウォンから 400 万ウォンで高い方です。値

段が異なるのは、アパート型の納骨堂の中で目線の高さのものが高くなります。

K:　東京でもアパート型の納骨堂ができてきています。

                                      
5 1ウォン＝0.12円（2006年 1月 29日現在）
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S:　東京の場合、そのような納骨堂が市街地に形成されて、周りの市民は反対しないの

ですか。

K:　そこが今、問題となっています。そうした開発そのものを規制する法律がないので

す。

S:　韓国でも、同じような問題が起こっていますが、やはりそうした施設は必要ですの

で、反対運動が起こって開発される場所が変わることはありますが、やはりどこかにで

きてゆきます。

K:　ソウル市は墓地問題にきちんと取り組んでいるという印象を受けますが、韓国で墓

地問題が大きな問題となりつつあることと関係があるのでしょうね。

S:　ソウル市は、これらの施設を施設管理公団 6という公団に委託しています。ですの

で、市が直接行うよりも管理がうまくいっているのでしょう。また、インターネットに

よる情報の開示によって、それまで値段もバラバラで比較的高かった施設の価格も、以

前よりも安い価格で揃ってきています。火葬場の利用もインターネットによる予約制 に

なっています。こうした管理を市の指導のもとに行っているので、各団体が自由に価格

や時間を変更 することができなくなっています。

K:　では、お墓に関する開発でトラブルとなることも少ないのでしょうか。

S:　基本的には条例の範囲内の事業には、私たちは関与しません。ただし、WEB での情

報公開など透明性は保たれます。日本でも同じだと思いますが、お墓を購入する人 は誰

かが死んでから探すわけです。ですので、お墓を売る側がお金をとろうかと思えばとれ

るわけです。WEB ですべての業者に価格を開示させることで、そうした問題を 解決し

ようとしています。

K:　例えば、散骨する場合に、示されている価格というのは、火葬からすべての行程を

含んだものですか?

                                      
6 施設管理公団：火葬場，市営墓地，市営納骨堂においてソウル市が管理を委託している施設。
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S:　各段階で選ぶことができます。例えば、火葬は 5 万ウォン。その後の、散骨なり納

骨にはいくつかのタイプがあって、それらの中から選ぶことになります。例えば、自 分

の家族のお墓があればそこに入ったりします。韓国にある火葬場は国立のものも私立の

ものもなく、すべてが市立のものとなっています。

K:　火葬になったのは最近ということですから、それらのものも最近作られたのですね?

S:　火葬施設自体は、1930 年 3 月からあるにはありました。昔はソウル市内にあった

のですが、現在は市内に作ってはならないので、別の場所へと移りました。

K:　ソウル市の墓地政策はこちらで決めているのですか。

S:　そうですね。私たち葬事文化チームは、2001 年頃に作られました。その理由という

のは、ソウル市の墓地などの施設を開発する際には昔から反発が強かったのです。その

ために、これらの墓地政策をきちんと行うために作られました。 これからも分からない

ことがあればいつでも連絡をください。

K:ありがとうございます。
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写真 8-7　東京とソウルの墓地について互いに意見を交す

写真 8-8　ソウル市の今後について話す Shim,Soon-Hui氏
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8-4　墓地開発事例

　ソウル市内での広大な公営の墓地公園が計画されていた。しかし，住民の反対があったた
め計画は建設直前で中止となった。私企業を巻き込んでの計画であり，かなり大規模な計画
が進行していた。

図 8-2　建設工事に入る直前に住民の反対により中止となった公園墓地

ソウルでは，市営公園墓地を郊外に建設し，施設管理公団に管理を委託している。そこは葬
儀施設，火葬場，納骨堂，散骨スペースを設けており，葬礼に関することは全てその場所で
行なうことができる。現在，4箇所の散骨スペースが設けられており，場所選んで散骨を行な
うことができる。
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8-5　プサンＵＮ記念公園

　韓国の第二の都市プサン（釜山）には，世界で唯一の国連連合記念墓地であるＵＮ記念公
園がある。釜山市が国連に対し，敷地を永久に無償提供し，国連軍戦没者の霊に対する敬慕
の想いを永遠に継承するために建設された。朝鮮戦争（1950～1953年）で国連軍として戦
死した世界22カ国の兵士や医療支援者らおよそ2300柱が眠っている。1951年に国連軍司令
部により，現在の南区大淵洞（デヨンドン）へ4万坪の敷地に開城（ケソン），仁川（インチ
ョン），太田（デジョン），大邱（テグ），密陽（ミリャン），馬山（マサン）の6箇所の墓地
から遺体をここへ移動させたのが始まりで，1955年に国連総会において，世界で唯一の国
際連合記念墓地として指定された。また，1959年11月には，国連と韓国政府間で正式な協
定が結ばれ，1960年3月から国連が記念墓地の管理を担うことになった。釜山市南区大淵洞
4洞にあり，面積はおよそ14haである。

写真 8-9　UN国連墓地の入口にて

写真 8-10　UN国連墓地の入口にて
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プサン駅からバスに乗り15分ほど行くと，美しい門が見える（写真8-10）。

写真 8-11　ＵＮ記念公園　全体風景1

写真 8-12　ＵＮ記念公園　全体風景2

　園内には，きれいに整備された墓石が規則正しく並んでいる。各国事に区画がわかれてお
り，国旗が掲げられている。
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9-1 結論と今後の課題

　結論

　事業型墓地の課題とコントロール手法を明らかにし，新たな墓地のあり方について提言する
ことができた。

今後の課題

� 本研究では東京 23 区内における墓地の現状考察に留まってしまったが，今後は東京都全 　　
体に視野を広げて研究を続ける必要がある。

� また，郊外の事業型墓地に対しても現地調査を行い，空間的な分析を行なう必要がある。
� 墓地需要予測値から，具体的な必要墓地面積を割り出す。
� 事業型墓地に対してどういう法律が必要かを検討する。
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○墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例
昭和五九年一二月二〇日

条例第一二五号
墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例を公布する。
墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例

(趣旨)
第一条　この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第
十条の規定による経営の許可等に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の構造設備及び
管理の基準並びに事前手続その他必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例一八六・一部改正)
 
(用語)
第二条　この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
 
(墓地等の経営主体)
第三条　墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、
特別の理由がある場合であつて、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
は、この限りでない。

一　地方公共団体
二　宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項の法人で、同法第五条第一項の主たる事務
所又は同法第五十二条第三項若しくは第五十三条第一項の従たる事務所を、都内又はその経営しようとす
る墓地等の存する特別区若しくは都内の市町村の区域に隣接する都外の市町村の区域内に有するもの
三　民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により墓地等の経営を目的に設立された法人(以
下「公益法人」という。)
(平一二条例一八六・追加)
 
(墓地等の経営の許可等)
第四条　墓地等を経営しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申
請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。

2　墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止し
ようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。

3　知事は、前二項の規定による許可をするに当たつては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な
条件を付することができる。
(平一二条例一八六・旧第三条繰下・一部改正)
 
(みなし許可に係る届出)
第五条　法第十一条第一項又は第二項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があつた
ものとみなされる場合にあつては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を知事に届け出なけ
ればならない。
(平一二条例一八六・旧第四条繰下)
 
(墓地の設置場所)
第六条　墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

一　当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること(地方公共団体が経営しよ
うとする場合を除く。)。
二　河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね二十メートル以上であること。
三　住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地ま
での距離は、おおむね百メートル以上であること。
四　高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

2　専ら焼骨のみを埋蔵する墓地であつて、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと
認めるものについては、前項第二号及び第三号の規定は、適用しない。
(平一二条例一八六・旧第五条繰下・一部改正)
 
(墓地の構造設備基準)
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第七条　墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

一　境界には、障壁又は蜜植した低木の垣根を設けること。
二　アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を
設けること。
三　雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
四　ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。ただし、これらの施設の全部
又は一部について、当該墓地を経営しようとする者が、当該墓地の近隣の場所に墓地の利用者が使用でき
る施設を所有する場合において、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるとき
は、当該施設に関しては、この限りでない。
五　墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。ただし、知事が、公衆衛生その他公共の
福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

2　墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。
(平一二条例一八六・旧第六条繰下・一部改正)
 
(納骨堂の設置場所)
第八条　納骨堂の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

一　当該納骨堂を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること(地方公共団体が経営し
ようとする場合を除く。)。
二　寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しよう
とする場合を除く。)。
(平一二条例一八六・旧第七条繰下・一部改正)

(納骨堂の構造設備基準)
第九条　納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

一　壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
二　床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
三　納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りで
ない。
四　必要な換気設備を設けること。
五　出入口及び窓には、防火戸を設けること。
六　出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが
納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(平一二条例一八六・旧第八条繰下・一部改正)
 
(火葬場の設置場所)
第十条　火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

2　火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、知
事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。
(平一二条例一八六・旧第九条繰下)
 
(火葬場の構造設備基準)
第十一条　火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

一　境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
二　出入口には、門扉を設けること。
三　火葬炉は、五基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。

四　火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
五　収骨室及び遺体保管室を設けること。
六　収骨容器等を保管する施設を設けること。
七　残灰庫を設けること。
八　管理事務所、待合室及び便所を設けること。
(平一二条例一八六・旧第十条繰下)
(管理者の講ずべき措置)
第十二条　墓地等の管理者は、次に定める措置を講じなければならない。
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一　墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同
様の措置を講ずることを求めること。
二　納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
三　墓地等を常に清潔に保つこと。
四　墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。
(平一二条例一八六・旧第十一条繰下)
 
(墓穴の深さ)
第十三条　土葬(死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ることをいう。以下同じ。)を行う場合
の墓穴の深さは、二メートル以上としなければならない。
(平一二条例一八六・旧第十二条繰下・一部改正)
 
(土葬禁止地域)
第十四条　知事は、公衆衛生その他公共の福祉を維持するために土葬を禁止する地域(以下「土葬禁止地
域」という。)を指定することができる。

2　墓地の経営者は、土葬禁止地域においては、焼骨のほかは埋蔵させてはならない。ただし、知事が、
公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(平一二条例一八六・旧第十三条繰下)
 
(無縁の焼骨等の保管等)
第十五条　墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に定めるところにより保管し、又は埋葬しな
ければならない。

一　無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、一体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、
死亡者の氏名、死亡年月日及び改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。
二　無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、無縁墳墓に埋葬するか、又は火葬に付した後、
前号に定めるところにより保管すること。
(平一二条例一八六・旧第十四条繰下)
 
(標識の設置等)
第十六条　第四条第一項又は第二項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者又は墓地の区域若しくは
墳墓を設ける区域を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該許可の申請に先立つて、
墓地等の建設等の計画について、当該墓地等の建設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を
受けると認められる土地を含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」と
いう。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設予定地の見やすい場所に標識を設置
し、その旨を知事に届け出なければならない。

2　知事は、申請予定者が、前項の標識を設置しないときは、当該標識を設置すべきことを指導すること
ができる。
(平一二条例一八六・追加)
 
(説明会の開催等)
第十七条　申請予定者は、当該許可の申請に先立つて、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、
当該墓地等の建設等の計画について、規則で定めるところにより、隣接住民等に説明し、その経過の概要
等を知事に報告しなければならない。

2　知事は、申請予定者が、前項の規定による説明を行わないときは、当該説明を行うべきことを指導す
ることができる。
(平一二条例一八六・追加)
 
(事前協議の指導)
第十八条　知事は、隣接住民等から、第十六条の標識を設置した日以後規則で定める期間内に、当該墓地
等の建設等の計画について、次に掲げる意見の申出があつた場合において、正当な理由があると認めると
きは、当該墓地等に係る申請予定者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。

一　公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

二　墓地等の構造設備と周辺環境との調和に対する意見

三　墓地等の建設工事の方法等についての意見



資料-東京都条例-

4

2　申請予定者は、規則で定めるところにより、前項の規定による指導に基づき実施した隣接住民等との
協議の結果を知事に報告しなければならない。
(平一二条例一八六・追加)
(公表)
第十九条　知事は、第十六条第二項又は第十七条第二項の規定による指導を受けた者にあつては当該指導
に従わなかつたことに正当な理由がないと、前条第一項の規定による指導を受けた者にあつては当該指導
に従わなかつたことが同項の意見の申出の状況及びその内容に照らして著しく不当であると知事が認める
ときは、その旨を公表することができる。
(平一二条例一八六・追加)
 
(工事の完了の届出)
第二十条　墓地等の経営者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨
を知事に届け出なければならない。
(平一二条例一八六・旧第十五条繰下)
 
(申請事項変更の届出)
第二十一条　墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更
する場合を除き、第四条の申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、
知事に届け出なければならない。
(平一二条例一八六・追加)
 
(委任)
第二十二条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例一八六・旧第十六条繰下)

附　則

(施行期日)
1　この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)
2　この条例の施行の際、現になされている申請その他の手続については、それぞれこの条例の相当規定
によりなされたものとみなす。

3　この条例の施行の際、現に存する墓地等の設置場所及び構造設備については、当該墓地の区域又は納
骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合を除き、第五条から第十条までの規定は、適用しない。

附　則(平成一二年条例第一八六号)

(施行期日)
1　この条例は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
2　施行日前にこの条例による改正前の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例により申請され
た墓地等について、当該申請に係る経営の許可等を行う場合の基準は、この条例による改正後の墓地等の
構造設備及び管理の基準等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前
の例による。

3　この条例の施行の際、現に存する墓地等及び前項の規定により従前の例により経営の許可等を受けた
墓地等については、墓地の区域を拡張しようとする場合及び拡張した墓地の区域内において墳墓を設ける
区域を拡張しようとする場合を除き、改正後の条例第六条から第九条までの規定は適用せず、なお従前の
例による。
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○墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則
昭和六〇年三月一日

規則第一七号
墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則を公布する。
墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則
 
(経営許可に係る申請事項等)
第一条　墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第百二十五号。以下
「条例」という。)第四条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

二　墓地等の名称

三　墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積

四　墓地にあつては、墳墓を設ける区域の面積

五　納骨堂又は火葬場にあつては、施設の建築面積及び延床面積

六　墓地等の構造設備の概要

七　墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

八　墓地等の管理者の住所、氏名及び生年月日

2　条例第四条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　墓地等の周囲三百メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらから墓
地等までの距離を示した見取図

二　墓地にあつては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計
図及び造成等に関する計画書

三　納骨堂又は火葬場にあつては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書

四　許可の申請に係る詳細な理由書

五　墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)による地図
等

六　墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類

七　申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

八　申請をしようとする者が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)による宗教法人である場合には、
同法第十二条の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同
規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書

九　申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の
墓地等の経営の実績等を示す書類

十　申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供
する施設が存することを示す建物登記事項証明書

十一　申請をしようとする者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人である場
合には、当該法人の寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定の会議録

3　知事は、条例第四条第一項の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し経営許可書(別記第一
号様式)を交付し、墓地にあつては墓地台帳(別記第二号様式)、納骨堂にあつては納骨堂台帳(別記第三号
様式)、火葬場にあつては火葬場台帳(別記第四号様式)に記載するものとする。
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(平一二規則四二四・平一七規則一八三・一部改正)
 
(変更許可に係る申請事項等)
第二条　条例第四条第二項の規則で定める事項で変更に係るものは、次に掲げるものとする。

一　申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

二　墓地等の名称

三　墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあつては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び
面積

四　納骨堂又は火葬場の施設の変更にあつては、変更する施設の構造設備の概要

五　当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日

2　変更に係る条例第四条第二項の申請書には、前条第二項第一号から第十一号までに掲げる書類を添付
しなければならない。

3　知事は、条例第四条第二項の規定により変更の許可をしたときは、申請をした者に対し変更許可書(別
記第五号様式)を交付し、前条第三項の台帳に記載するものとする。
(平一二規則四二四・一部改正)
 
(廃止許可に係る申請事項等)
第三条　条例第四条第二項の規則で定める事項で廃止に係るものは、第一条第一項第一号から第三号まで
に掲げる事項(墓地等の敷地の地目を除く。)とする。

2　廃止に係る条例第四条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　墓地又は納骨堂にあつては、改葬に関する計画書

二　当該廃止に係る第一条第二項第四号及び第八号又は第十一号に掲げる書類

3　知事は、条例第四条第二項の規定により廃止の許可をしたときは、申請をした者に対し廃止許可書(別
記第六号様式)を交付するものとする。
(平一二規則四二四・一部改正)
 
(みなし許可に係る届出事項等)
第四条　条例第五条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなけれ
ばならない。

一　届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日(個人が届出をしよ
うとする場合にあつては届出をしようとする者の住所、氏名及び生年月日)

二　墓地又は火葬場の名称

三　墓地又は火葬場の所在地

四　墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

五　墓地又は火葬場の敷地の面積

六　事業の名称

七　事業の認可又は承認の年月日及び番号

八　事業の概要

2　条例第五条の規定によるみなし許可に係る届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　事業の認可書又は承認書の写し
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二　事業計画書等の写し

三　墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

四　墓地又は火葬場の新設又は変更にあつては、構造設備の概要

3　知事は、条例第五条の規定による届出を受けたときは、第一条第三項の台帳に記載するものとする。
(平一二規則四二四・全改)
 
(緑地の基準)
第五条　条例第七条第一項第五号の規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が十五
パーセント以上あるものとする。
(平一二規則四二四・追加)
 
(土葬禁止地域の指定)
第六条　条例第十四条第一項の規定により知事が指定する土葬を禁止する地域は、特別区の存する区域並
びに八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、日野
市、東村山市、国分寺市、福生市、狛江市、東大和市、羽村市及び西多摩郡のうち瑞穂町並びに大島町の
区域とする。
(平三規則三七六・一部改正、平一二規則四二四・旧第五条繰下・一部改正)
 
(土葬許可に係る申請事項等)
第七条　条例第十四条第二項ただし書の規定により土葬を行おうとする墓地の経営者は、次に掲げる事項
を記載した書類を提出し、知事の許可を受けなければならない。

一　申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

二　死亡者の住所、氏名及び死亡年月日

三　墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係

四　土葬を行う墓地の名称及び所在地

五　土葬を行う理由

2　前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　土葬を行う墓地の周囲二百メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置を示した見
取図

二　土葬を行う墳墓の位置を示した図面

3　知事は、条例第十四条第二項ただし書の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し土葬許可
書(別記第七号様式)を交付するものとする。
(平一二規則四二四・旧第六条繰下・一部改正)
 
(標識の様式)
第八条　条例第十六条第一項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、別記第八号様式による。
(平一二規則四二四・追加)
 
(標識の設置場所等)
第九条　標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね一メート
ルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横〇・九メートル四方以上とする。
(平一二規則四二四・追加)
 
(標識の設置期間)
第十条　標識の設置期間は、条例第四条の規定による申請をしようとする日の少なくとも九十日前から工
事の完了する日までの間とする。
(平一二規則四二四・追加)
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(標識設置の届出)
第十一条　条例第十六条の申請予定者は、同条の標識を設置した場合には、速やかに知事に標識に掲示し
た事項を届け出なければならない。

2　前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　案内図

二　標識設置位置図

三　標識設置状況を撮影した写真

3　申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事
項がその期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。

4　申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、その
旨を届け出なければならない。
(平一二規則四二四・追加)
 
(説明等)
第十二条　条例第十七条第一項の規定による説明は、条例第四条第一項の墓地等経営許可申請又は同条第
二項の墓地等変更許可申請を行おうとする日の六十日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

一　申請予定者

二　墓地等の名称

三　墓地等の所在地

四　墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要

五　墓地等の維持管理の方法

六　墓地等の工事着手及び完了の予定年月日

七　墓地等の工事の方法

八　条例第十八条第一項に基づく意見の申出の方法

2　申請予定者は、条例第十七条第一項の規定による説明を行つたときは、次に掲げる事項を記載した報
告書を知事に提出しなければならない。

一　申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

二　墓地等の名称

三　墓地等の所在地

四　説明した日時、場所及び方法

五　説明者の氏名

六　説明の概要

七　隣接住民等の意見

3　前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　説明等で使用した資料

二　隣接住民等の名簿



資料-東京都条例-

9

三　説明を受けた者の名簿

四　墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
(平一二規則四二四・追加)
 
(意見の申出)
第十三条　条例第十八条第一項の意見の申出の期間は、条例第四条第一項の墓地等経営許可申請又は同条
第二項の墓地等変更許可申請を行おうとする日の三十日前までとする。

2　隣接住民等は、意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を知事に提出するものとする。

一　申出者の氏名、住所及び連絡先

二　申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定法人の名称

三　申出年月日

四　意見
(平一二規則四二四・追加)
 
(指導に基づく協議の報告)
第十四条　条例第十八条第二項の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに知事に提出するこ
とによらなければならない。

一　申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

二　墓地等の名称

三　墓地等の建設予定地の所在地

四　協議した日時及び場所

五　協議の内容

六　協議の結果

2　前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　協議に使用した資料

二　協議者の名簿

三　協定等を締結した場合には、協定書等の写し
(平一二規則四二四・追加)
 
(公表)
第十五条　条例第十九条の規定による公表は、次に掲げる事項を公報に登載する等都民に広く周知する方
法により行うものとする。

一　指導に従わなかつた法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

二　指導の内容
(平一二規則四二四・追加)
 
(意見陳述の機会の付与)
第十六条　知事は、条例第十九条の規定による公表をしようとする場合には、条例第十六条第二項、第十
七条第二項又は第十八条第一項の規定による指導を受けた者(以下この条において「指導を受けた者」と
いう。)に対し、事前に意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

2　前項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事
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が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出し
て行うものとする。

3　知事は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳
述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、次
に掲げる事項を書面により通知するものとする。

一　公表しようとする内容

二　公表の根拠となる条例等の条項

三　公表の原因となる事実

四　意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭
すべき日時及び場所)

4　前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、
意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5　知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若
しくは場所を変更することができる。

6　知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を
作成するものとする。

7　知事は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述
をしなかつたときは、条例第十九条の規定による公表をすることができる。
(平一二規則四二四・追加)
 
(工事完了届)
第十七条　条例第二十条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

一　法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

二　墓地等の名称

三　墓地等の所在地

四　工事の完了年月日

五　墓地等の敷地の面積
(平一二規則四二四・旧第七条繰下・一部改正)
 
(申請事項の変更届)
第十八条　条例第二十一条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

一　届出をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び生年月日

二　墓地等の名称

三　墓地等の所在地

四　変更事項
(平一二規則四二四・追加)

附　則

(施行期日)
1　この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
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2　墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和二十三年東京都規則第二百八号)は、廃止する。

附　則(平成三年規則第三七六号)
この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

附　則(平成八年規則第三九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。

附　則(平成一二年規則第四二四号)

(施行期日)
1　この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める
規則の一部改正)
2　特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定め
る規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附　則(平成一七年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。



付録２
東京都における墓地の所在地



港区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 興昭院 虎ノ門3-10-8 興昭院 寺院型
2 法人墓地 栄閑院 虎ノ門3-10-10 栄閑院 寺院型
3 法人墓地 栄寿寺 虎ノ門3-10-13 栄寿寺 寺院型
4 法人墓地 光岳院 虎ノ門3-11-5 光岳院 寺院型 寺院拡張 光岳院
5 法人墓地 栄立院 虎ノ門3-11-7 栄立院 寺院型
6 法人墓地 天徳寺 虎ノ門3-13-6 天徳寺 寺院型
7 法人墓地 和合院 虎ノ門3-14-8 和合院 寺院型 長谷院
8 法人墓地 長元院 虎ノ門3-15-6 長元院 寺院型
9 法人墓地 俊朝寺 虎ノ門3-20-1 俊朝寺 寺院型
10 法人墓地 青龍寺墓地 虎ノ門3-22-7 青龍寺 寺院型
11 法人墓地 光圓寺 虎ノ門3-23-10 光圓寺 寺院型
12 法人墓地 光明寺墓地 虎ノ門3-25-1 光明寺 寺院型
13 法人墓地 専光寺 虎ノ門3-25-17 専光寺 寺院型
14 法人墓地 傅叟院 愛宕2-3-4 傅叟院 寺院型
15 法人墓地 青松寺 愛宕2-4-7 青松寺 寺院型
16 法人墓地 清岸院 愛宕2-8-7 清岸院 寺院型
17 法人墓地 考寿院 愛宕2-8-7 考寿院 寺院型
18 法人墓地 源宝院 芝大門1-10-16 源宝院 寺院型
19 法人墓地 天光院墓地 芝公園1-3-16 天光院 寺院型
20 法人墓地 花岳院 芝公園1-7-15 花岳院 寺院型
21 法人墓地 常照院 芝公園1-8-9 常照院 寺院型
22 法人墓地 源興院 芝公園1-8-15 源興院 寺院型
23 法人墓地 廣度院墓地 芝公園1-8-16 廣度院 寺院型 広度院墓地
24 法人墓地 天陽院 芝公園2-2-3 天陽院 寺院型
25 法人墓地 勧智院墓地 芝公園2-2-13 勧智院 寺院型
26 法人墓地 安養院 芝公園2-3-2 安養院 寺院型
27 法人墓地 浄運院 芝公園2-3-5 浄運院 寺院型
28 法人墓地 宗教法人安蓮社 芝公園3-1-13 安蓮社 寺院型
29 法人墓地 金地院 芝公園3-5-4 金地院 寺院型 金地禅院
30 法人墓地 光宝寺 芝公園3-5-24 光宝寺 寺院型 光寶寺
31 法人墓地 宗教法人雲晴院墓地 芝公園1-5-15 雲晴院 寺院型
32 法人墓地 増上寺墓地 芝公園4-7-35 増上寺 寺院型 寺院？
33 法人墓地 妙定院 芝公園4-9-8 妙定院 寺院型 寺院拡張？妙定院墓苑
34 法人墓地 向陽寺 芝1-9-10 向陽寺 寺院型
35 法人墓地 勧勝寺 芝1-9-11 勧勝寺 寺院型
36 法人墓地 法円寺 芝1-9-14 法円寺 寺院型
37 法人墓地 正伝寺 芝1-12-12 正伝寺 寺院型
38 法人墓地 安楽寺 芝1-12-18 安楽寺 寺院型
39 法人墓地 経覚寺 芝1-12-20 経覚寺 寺院型
40 法人墓地 円珠寺 芝1-13-6 円珠寺 寺院型 円珠寺
41 法人墓地 了善寺 芝1-13-22 了善寺 寺院型
42 法人墓地 西応寺 芝2-25-6 西応寺 寺院型 西應寺
43 法人墓地 安楽寺墓地 芝2-28-4 安楽寺墓 寺院型
44 法人墓地 法泉寺 芝2-30-8 法泉寺 寺院型
45 法人墓地 正念寺 芝4-5-4 正念寺 寺院型
46 法人墓地 法音寺 芝4-6-17 法音寺 寺院型
47 法人墓地 宗光寺 芝4-6-21 宗光寺 事業型 霊園 芝浄苑
48 法人墓地 円徳寺墓地 三田1-11-48 円徳寺 寺院型 圓徳寺墓地
49 法人墓地 長久寺 三田1-11-31 長久寺 寺院型
50 法人墓地 教誓寺 三田1-12-11 教誓寺 寺院型
51 法人墓地 当光寺 三田1-12-11 当光寺 寺院型 當光寺
52 法人墓地 龍原寺 三田1-13-11 龍原寺 寺院型
53 法人墓地 龍生院 三田2-12-5 龍生院 寺院型
54 法人墓地 蓮乗寺 三田3-4-7 蓮乗寺 寺院型
55 法人墓地 成覺寺墓地 三田3-9-9 成覺寺 寺院型 成覚寺墓地
56 法人墓地 延立寺 三田3-13-12 延立寺 寺院型
57 法人墓地 長運寺 三田4-1-9 長運寺 寺院型
58 法人墓地 宝生院 三田4-1-29 宝生院 寺院型
59 法人墓地 長延寺 三田4-1-31 長延寺 寺院型
60 法人墓地 西蔵院 三田4-1-34 西蔵院 寺院型
61 法人墓地 大松寺 三田4-1-38 大松寺 寺院型
62 法人墓地 願海寺 三田4-2-10 願海寺 寺院型
63 法人墓地 明王院 三田4-3-9 明王院 寺院型
64 法人墓地 林泉寺墓地 三田4-3-20 林泉寺 事業型 霊園 湧き水の郷 御田い 446.95
65 法人墓地 慈眼寺 三田4-3-24 慈眼寺 寺院型 慈眼禅寺
66 法人墓地 明福寺 三田4-4-14 明福寺 寺院型
67 法人墓地 仙翁寺 三田4-5-12 仙翁寺 寺院型
68 法人墓地 常林寺 三田4-5-14 常林寺 寺院型
69 法人墓地 隨応寺 三田4-6-19 隨応寺 寺院型 随応寺
70 法人墓地 大信寺 三田4-7-20 大信寺 寺院型
71 法人墓地 長松寺 三田4-7-29 長松寺 寺院型
72 法人墓地 忍願寺 三田4-7-30 忍願寺 寺院型
73 法人墓地 正山寺 三田4-8-20 正山寺 寺院型
74 法人墓地 薬王寺 三田4-8-23 薬王寺 寺院型
75 法人墓地 魚藍寺 三田4-8-34 魚藍寺 寺院型
76 法人墓地 徳玄寺墓地 三田4-8-36 徳玄寺 寺院型
77 法人墓地 宝徳寺 三田4-8-38 宝徳寺 寺院型
78 法人墓地 清久寺 三田4-11-8 清久寺 寺院型
79 法人墓地 南台寺 三田4-11-14 南台寺 寺院型
80 法人墓地 王鳳寺 三田4-11-19 王鳳寺 寺院型 玉鳳寺
81 法人墓地 正覚院墓地 三田4-11-26 正覚院 寺院型
82 法人墓地 正覚院墓地 三田4-11-26 正覚院 寺院型
83 法人墓地 常教寺 三田4-11-30 常教寺 寺院型
84 法人墓地 荘嚴寺 三田4-11-31 荘嚴寺 寺院型
85 法人墓地 大増寺 三田4-12-6 大増寺 寺院型 寺院拡張 大増寺ひじり苑 251.5 417
86 法人墓地 実相寺 三田4-12-15 実相寺 寺院型 實相寺
87 法人墓地 明円寺 三田4-13-17 明円寺 寺院型 門円寺
88 法人墓地 済海寺 三田4-16-23 済海寺 寺院型
89 法人墓地 等覚寺 高輪1-5-24 等覚寺 寺院型
90 法人墓地 光台院墓地 高輪1-23-3 光台院 寺院型
91 法人墓地 源昌寺 高輪1-23-28 源昌寺 寺院型
92 法人墓地 広岳院 高輪1-24-6 高輪1-26-6 広岳院 寺院型
93 法人墓地 松光寺 高輪1-27-18 松光寺 事業型 寺院 高輪メモリアルガーデン
94 法人墓地 黄海院 高輪1-27-21 黄海院 寺院型
95 法人墓地 円真寺 高輪1-27-22 円真寺 寺院型
96 法人墓地 正満寺 高輪1-27-44 正満寺 寺院型
97 法人墓地 陽寿院 高輪2-1-21 陽寿院 寺院型 陽壽院
98 法人墓地 正源寺 高輪2-1-45 正源寺 寺院型
99 法人墓地 証誠寺 高輪2-2-18 証誠寺 寺院型 證誠寺



100 法人墓地 保安寺 高輪2-2-26 保安寺 寺院型
101 法人墓地 清林寺 高輪2-6-6 清林寺 寺院型
102 法人墓地 泉岳寺 高輪2-11-1 泉岳寺 寺院型
103 法人墓地 正覚寺 高輪2-14-25 正覚寺 寺院型
104 法人墓地 宗教法人道往寺墓地 高輪2-16-13 道往寺 寺院型
105 法人墓地 願生寺 高輪2-16-22 願生寺 寺院型
106 法人墓地 円福寺墓地 高輪3-14-22 高輪3-17 円福寺 寺院型
107 法人墓地 光福寺墓地 高輪3-14-30 光福寺 寺院型
108 法人墓地 高野山東京別院墓地 高輪3-15-18 高野山 寺院型
109 法人墓地 東禅寺 高輪3-16-16 東禅寺 寺院型
110 法人墓地 重秀寺 白金2-1-16 重秀寺 事業型 寺院+マン臨済宗大光山重秀寺600+330 61+180+（350）
111 法人墓地 専心寺 白金2-1-43 専心寺 寺院型
112 法人墓地 立行寺 白金2-2-6 立行寺 寺院型
113 法人墓地 松秀寺 白金2-3-5 松秀寺 寺院型
114 法人墓地 正源寺（白金霊園） 白金2-7-19 正源寺 事業型 白金はなぞの霊園 1800 180
115 法人墓地 本妙寺 白金4-2-3 本妙寺 寺院型
116 法人墓地 西光寺 白金4-3-9 西光寺 寺院型
117 法人墓地 興禅寺 白金6-14-6 興禅寺 寺院型
118 法人墓地 覚林寺 白金台1-1-47 覚林寺 寺院型
119 法人墓地 瑞聖寺 白金台3-2-19 瑞聖寺 寺院型
120 法人墓地 法蓮寺 白金台5-3-34 法蓮寺 寺院型
121 法人墓地 西光寺墓地 六本木1-3-49 西光寺 寺院型
122 法人墓地 道源寺墓地 六本木1-3-45 道源寺 寺院型
123 法人墓地 永昌寺墓地 六本木2-1-20 永昌寺 寺院型
124 法人墓地 不動院墓地 六本木3-15-4 不動院 寺院型
125 法人墓地 正信寺墓地 六本木3-14-20 正信寺 寺院型 六本木墓苑
126 法人墓地 正信寺墓地 六本木3-14-20 正信寺 寺院型 六本木墓苑
127 法人墓地 教善寺墓地 六本木3-14-20 教善寺 寺院型 六本木墓苑
128 法人墓地 祟厳寺墓地 六本木3-14-20 祟厳寺 寺院型 六本木墓苑
129 法人墓地 光専寺墓地 六本木3-14-20 光専寺 寺院型 六本木墓苑
130 法人墓地 深廣寺墓地 六本木3-14-20 深廣寺 寺院型 六本木墓苑
131 法人墓地 善学寺墓地 六本木3-4-11 善学寺 寺院型
132 法人墓地 圓林寺墓地 六本木3-4-9 圓林寺 寺院型
133 法人墓地 妙像寺墓地 六本木4-2-10 妙像寺 寺院型
134 法人墓地 湖雲寺墓地 六本木4-1-9 湖雲寺 寺院型
135 法人墓地 法典寺墓地 六本木6-7-18 法典寺 寺院型
136 法人墓地 長耀寺墓地 六本木6-7-20 長耀寺 寺院型
137 法人墓地 妙経寺墓地 六本木6-15-5 妙経寺 寺院型
138 法人墓地 法庵寺墓地 六本木7-6-13 法庵寺 寺院型
139 法人墓地 専光寺墓地 元麻布1-7-15 専光寺 寺院型
140 法人墓地 西福寺墓地 元麻布1-5-5 西福寺 寺院型 専光寺墓地
141 法人墓地 善光寺墓地 元麻布1-7-3 善光寺 寺院型
142 法人墓地 光善寺墓地 元麻布1-7-4 光善寺 寺院型
143 法人墓地 金蔵寺墓地 元麻布1-6-19 金蔵寺 寺院型
144 法人墓地 真福寺墓地 元麻布1-6-20 真福寺 寺院型
145 法人墓地 善正寺墓地 元麻布1-6-21 善正寺 寺院型
146 法人墓地 麻布山善福寺墓地 元麻布1-6-21 麻布山善福寺 事業型 麻布山善福寺山廟
147 法人墓地 善通寺墓地 元麻布1-7-2 善通寺 寺院型
148 法人墓地 大法寺墓地 元麻布1-1-10 大法寺 寺院型
149 法人墓地 長傅寺墓地 元麻布1-2-2 長傅寺 寺院型
150 法人墓地 徳正寺墓地 元麻布1-2-10 徳正寺 寺院型
151 法人墓地 賢祟寺墓地 元麻布1-2-12 賢祟寺 寺院型
152 法人墓地 本光寺墓地 元麻布2-5-9 本光寺 寺院型
153 法人墓地 専称寺墓地 元麻布3-1-37 専称寺 寺院型
154 法人墓地 正光寺墓地 元麻布3-2-20 正光寺 寺院型
155 法人墓地 長玄寺墓地 元麻布3-5-16 長玄寺 寺院型
156 法人墓地 広称寺墓地 元麻布3-9-4 広称寺 寺院型
157 法人墓地 龍澤寺墓地 元麻布3-10-5 龍澤寺 寺院型
158 法人墓地 慈眼院墓地 西麻布2-24-22 慈眼院 寺院型
159 法人墓地 大安寺墓地 西麻布2-24-23 大安寺 寺院型
160 法人墓地 大本山永平寺別院長谷寺西麻布3-21-34 大本山永平寺別院長谷寺 寺院型
161 法人墓地 妙善寺墓地 西麻布3-2-13 妙善寺 寺院型 寺院拡張
162 法人墓地 長幸寺墓地 西麻布3-2-11 長幸寺 寺院型
163 法人墓地 浄広寺墓地 南麻布1-6-33 浄広寺 事業型 霊園 メモリアルガーデ 360 70
164 法人墓地 称名寺墓地 南麻布1-6-31 称名寺 寺院型
165 法人墓地 福泉寺墓地 南麻布1-6-7 福泉寺 寺院型
166 法人墓地 西福寺墓地 南麻布2-14-17 西福寺 寺院型
167 法人墓地 円沢寺墓地 南麻布2-14-14 円沢寺 寺院型 圓澤寺墓地
168 法人墓地 浄専寺墓地 南麻布2-9-42 浄専寺 事業型 南麻布浄苑 360 70
169 法人墓地 曹渓寺墓地 南麻布2-9-32 曹渓寺 寺院型
170 法人墓地 天真寺墓地 南麻布3-1-15 天真寺 寺院型
171 法人墓地 遍照寺墓地 南麻布3-4-6 遍照寺 寺院型
172 法人墓地 称念寺墓地 南麻布3-9-12 称念寺 寺院型
173 法人墓地 明称寺墓地 南麻布3-21-19 明称寺 寺院型 明稱寺墓地
174 法人墓地 明称寺墓地 南麻布3-21-19 明称寺 寺院型 明稱寺墓地
175 法人墓地 延命院墓地 南麻布3-10-15 延命院 寺院型
176 法人墓地 光林寺墓地 南麻布4-11-25 光林寺 寺院型 光林禅寺墓地
177 法人墓地 天現寺墓地 南麻布4-2-35 天現寺 寺院型
178 法人墓地 心光院墓地 東麻布1-1-5 心光院 寺院型 心光教院墓地
179 法人墓地 鑑蓮社善長寺墓地 芝公園4-6-5 鑑蓮社善長寺 寺院型
180 法人墓地 瑠璃光寺墓地 東麻布1-1-6 瑠璃光寺 寺院型
181 法人墓地 一乗寺墓地 麻布台2-3-22 一乗寺 寺院型
182 法人墓地 真浄寺墓地 麻布台2-3-18 真浄寺 寺院型
183 法人墓地 澄泉寺墓地 赤坂1-11-3 澄泉寺 寺院型
184 法人墓地 常国寺、林誓寺、正福寺赤坂1-11-3 赤坂1-11-4 常国寺、林誓寺、正福寺、澄泉寺 寺院型
185 法人墓地 陽泉寺墓地 赤坂1-11-9 陽泉寺 寺院型
186 法人墓地 咸徳寺墓地 赤坂4-1-10 咸徳寺 寺院型 威徳寺
187 法人墓地 圓通寺墓地 赤坂5-2-39 圓通寺 寺院型
188 法人墓地 道教寺墓地 赤坂7-6-5 道教寺 寺院型
189 法人墓地 専福寺墓地 赤坂7-6-10 専福寺 寺院型
190 法人墓地 報土寺墓地 赤坂7-6-20 報土寺 寺院型
191 法人墓地 種徳寺墓地 赤坂7-6-29 種徳寺 寺院型
192 法人墓地 教運寺墓地 南青山1-26-1 教運寺 寺院型
193 法人墓地 玉窓寺墓地 南青山2-7-13 玉窓寺 寺院型
194 法人墓地 龍泉寺墓地 南青山2-8-25 龍泉寺 寺院型
195 公営墓地 東京都南青山霊園 南青山2-32-1 南青山2-33 東京都 公営型 東京都 青山霊園 青山2-32-2
196 法人墓地 梅窓院墓地 南青山2-26-38 梅窓院 事業型／寺院型 青山浄苑
197 法人墓地 高徳院墓地 北青山2-10-26 高徳院 寺院型
198 法人墓地 持法寺墓地 北青山2-12-8 持法寺 寺院型
199 法人墓地 実相寺墓地 北青山2-12-9 実相寺 寺院型 寺院拡張 青山墓苑



200 法人墓地 海蔵寺墓地 北青山2-12-29 海蔵寺 寺院型
201 法人墓地 善光寺墓地 北青山3-5-17 善光寺 寺院型
202 法人墓地 麻布浄苑 元麻布2-5-8 宗教法人伝燈院 事業型 600



新宿区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 正應寺 愛住町10-1 正應寺 1955/2/27 1955 寺院型 正応寺
2 法人墓地 法雲寺 愛住町10 法雲寺 1955/2/23 1955 寺院型
3 法人墓地 浄運寺 愛住町14 浄運寺 1954/9/16 1954 寺院型
4 法人墓地 全長寺 愛住町20 全長寺 1954/9/16 1954 寺院型
5 法人墓地 養国寺 愛住町21 養国寺 1955/2/23 1955 寺院型 養国禅寺
6 法人墓地 清隆寺墓地 赤城元町1-27 清隆寺 1954/4/19 1954 寺院型
7 法人墓地 長泰寺墓地 市谷左内町11 長泰寺 1954/4/19 1954 寺院型 長泰禅寺
8 法人墓地 洞雲寺墓地 市谷八幡町16 洞雲寺 1954/5/4 1954 寺院型
9 法人墓地 長昌寺墓地 市谷薬王寺町13 長昌寺 1954/4/19 1954 寺院型
10 法人墓地 宗教法人蓮秀寺 市谷薬王寺町22 蓮秀寺 1954/5/4 1954 寺院型
11 法人墓地 長厳寺墓地 市谷薬王寺町24 長厳寺 1954/4/19 1954 寺院型
12 法人墓地 宗圓寺 市谷柳町50 宗圓寺 1954/4/19 1954 寺院型
13 法人墓地 常敬寺墓地 市谷山伏町1-7 常敬寺 1975/12/24 1975 寺院型
14 法人墓地 本派浄土宗法正寺墓地 岩戸町8 法正寺 1954/4/19 1954 寺院型
15 法人墓地 済松寺 榎町77-10 済松寺 1954/5/11 1954 寺院型 済松禅寺
16 法人墓地 済松寺 榎町77-10 済松寺 1954/5/11 1954 寺院型 済松禅寺
17 法人墓地 大願寺墓地 榎町53 大願寺 1954/4/19 1954 寺院型
18 法人墓地 宗柏寺墓地 榎町57 宗柏寺 1954/4/19 1954 寺院型
19 法人墓地 金龍寺墓地 大久保1-16-15 金龍寺 1945/1/1 1945 寺院型
20 法人墓地 傳久寺墓地 改代町9 伝久寺 1954/4/19 1954 寺院型
21 法人墓地 田中寺墓地 改代町11 田中寺 1954/4/19 1954 寺院型
22 法人墓地 光徳寺墓地 上落合町1-23-4 光徳寺 1945/1/1 1945 寺院型
23 法人墓地 最勝寺墓地 上落合町3-4-12 最勝寺 1945/1/1 1945 寺院型
24 法人墓地 月桂寺墓地 河田町5 月桂寺 1954/4/19 1954 寺院型
25 法人墓地 日蓮宗本妙山感通寺 喜久井町39 感通寺 1954/5/4 1954 寺院型
26 法人墓地 本松寺 喜久井町42 本松寺 1954/4/19 1954 寺院型
27 法人墓地 妙泉寺墓地 喜久井町43 妙泉寺 1954/4/19 1954 寺院型
28 法人墓地 来迎寺墓地 喜久井町46 来迎寺 1954/4/19 1954 寺院型
29 法人墓地 亀鶴山誓閑寺 喜久井町61 誓閑寺 1954/5/11 1954 寺院型
30 法人墓地 圓照寺墓地 北新宿3-23-2 圓照寺 1945/1/1 1945 寺院型 円照寺墓地
31 法人墓地 長安寺 信濃町2 長安寺 1954/9/25 1954 寺院型
32 法人墓地 薬王院墓地 下落合4-8-2 薬王院 1945/1/1 1945 寺院型
33 法人墓地 太宗寺 新宿2-9-2 太宗寺 1954/1/1 1954 寺院型
34 法人墓地 成覺寺 新宿2-15-18 成覺寺 1954/9/16 1954 寺院型 成覚寺
35 法人墓地 正受院 新宿2-15-20 正受院 1954/9/16 1954 寺院型
36 法人墓地 天龍寺 新宿4-3-19 天龍寺 1954/9/22 1954 寺院型
37 法人墓地 専福寺墓地 新宿6-20-9 専福寺 1945/1/1 1945 寺院型
38 法人墓地 日蓮宗法善寺墓地 新宿6-20-16 法善寺 1945/1/1 1945 寺院型
39 法人墓地 専念寺墓地 新宿6-20-6 専念寺 1945/1/1 1945 寺院型
40 法人墓地 西光庵墓地 新宿6-15 西光庵 1945/1/1 1945 寺院型
41 法人墓地 観音庵墓地 新宿7-3-13 観音庵 1945/1/1 1945 寺院型
42 法人墓地 永福寺墓地 新宿7-11-2 永福寺 1945/1/1 1945 寺院型
43 法人墓地 円通寺 須賀町2 円通寺 1954/9/25 1954 寺院型
44 法人墓地 勝興寺 須賀町8 勝興寺 1954/9/29 1954 寺院型
45 法人墓地 戒行寺 須賀町9 戒行寺 1954/9/25 1954 寺院型
46 法人墓地 一燈寺供養塔 須賀町10 一燈寺 2003/6/23 2003 寺院型
47 法人墓地 宗福寺 須賀町10 宗福寺 1954/9/29 1954 寺院型
48 法人墓地 西應寺 須賀町11 西應寺 1955/3/24 1955 寺院型
49 法人墓地 永心寺 須賀町11 永心寺 1954/9/25 1954 寺院型
50 法人墓地 本性寺 須賀町13 本性寺 1954/9/25 1954 寺院型
51 法人墓地 顕性寺 須賀町13-5 顕性寺 1954/9/25 1954 寺院型
52 法人墓地 法恩寺 須賀町13 法恩寺 1954/9/25 1954 寺院型
53 法人墓地 正覺寺 須賀町14 正覺寺 1954/9/16 1954 寺院型
54 法人墓地 安養寺墓地 住吉町10-10 安養寺 1955/4/13 1955 寺院型
55 法人墓地 玄國寺墓地 高田馬場1-14-3 玄國寺 1945/1/1 1945 寺院型
56 法人墓地 観音寺墓地 高田馬場3-37-26 観音寺 1945/1/1 1945 寺院型
57 法人墓地 神楽坂霊園 箪笥町42 南蔵院 2000/6/9 2000 事業型 神楽坂霊園 424.45 450
58 法人墓地 済松寺 天神町80 済松寺 1954/5/11 1954 寺院型
59 法人墓地 善慶寺 富久町12-12 善慶寺 1954/5/11 1954 寺院型
60 法人墓地 自證院墓地 富久町4-5 自證院 1954/4/19 1954 寺院型
61 法人墓地 源慶寺 富久町9-23 源慶寺 1955/5/9 1955 寺院型
62 法人墓地 清源寺寺有墓地 戸山15-2 清源寺 1954/4/19 1954 寺院型
63 法人墓地 自性院墓地 西落合1-11-23 自性院 1945/1/1 1945 寺院型
64 法人墓地 日蓮宗常泉院墓地 西新宿12-5 常泉院 1945/1/1 1945 寺院型
65 法人墓地 常圓寺墓地 西新宿7-23-5 西新宿7-12-13 常圓寺 1945/1/1 1945 寺院型 常円寺
66 法人墓地 観音寺墓地 西早稲田1-7-1 観音寺 1945/1/1 1945 寺院型
67 法人墓地 龍泉院墓地 西早稲田1-1-12 龍泉院 1945/1/1 1945 寺院型
68 法人墓地 法輪寺墓地 西早稲田1-1-15 法輪寺 1945/1/1 1945 寺院型
69 法人墓地 賨泉寺墓地 西早稲田1-1-2 宝泉寺 1995/9/20 1995 寺院型 宝泉寺
70 法人墓地 放生寺 西早稲田2-1-14 放生寺 1954/4/19 1954 寺院型
71 法人墓地 大安楽寺境外墓地 西早稲田2-554 大安楽寺 1981/4/16 1981 寺院型
72 法人墓地 亮朝院墓地 西早稲田3-16-24 亮朝院 1945/1/1 1945 寺院型
73 法人墓地 墓地経王寺 原町1-14 経王寺 1954/4/19 1954 寺院型
74 法人墓地 緑雲寺 原町1-29 緑雲寺 1954/4/19 1954 寺院型
75 法人墓地 日蓮宗幸國寺 原町2-21 幸國寺 1954/5/4 1954 寺院型
76 法人墓地 宗教法人堂樂寺 原町2-30 堂樂寺 1954/4/19 1954 寺院型 宗教法人堂楽寺
77 法人墓地 瑞光寺 原町2-34 瑞光寺 1954/5/4 1954 事業型 霊園 600 370
78 法人墓地 日蓮宗常立寺 原町2-57 常立寺 1954/4/19 1954 寺院型
79 法人墓地 専念寺 原町2-59 専念寺 1954/4/19 1954 寺院型
80 法人墓地 大龍寺 原町2-62 大龍寺 1954/4/19 1954 寺院型
81 法人墓地 常泉寺墓地 原町2-63 常泉寺 1954/4/19 1954 寺院型
82 法人墓地 法身寺墓地 原町3-82 法身寺 1954/5/4 1954 寺院型
83 法人墓地 積徳寺 原町3-28 積徳寺 1954/5/4 1954 寺院型 穂徳寺
84 法人墓地 専行寺 原町3-26 専行寺 1954/4/19 1954 寺院型
85 法人墓地 長光寺墓地 百人町1-5-2 長光寺 1945/1/1 1945 寺院型
86 法人墓地 光照寺管理墓地 袋町16 光照寺 1954/4/19 1954 寺院型
87 法人墓地 全勝寺 舟町11 全勝寺 1954/9/16 1954 寺院型
88 法人墓地 西迎寺 舟町13 西迎寺 1955/2/23 1955 寺院型
89 法人墓地 宗參寺境内墓地 弁天町9 宗參寺 1955/2/23 1955 寺院型 宗参寺境内墓地
90 法人墓地 淨輪寺墓地 弁天町95 淨輪寺 1954/1/14 1954 寺院型
91 法人墓地 多聞院墓地 弁天町100 多聞院 1954/4/19 1954 寺院型
92 法人墓地 南春寺 弁天町103 南春寺 1954/4/19 1954 寺院型
93 法人墓地 本迹寺 南元町10 本迹寺 1955/3/24 1955 寺院型 本述寺
94 法人墓地 香蓮寺 南元町10-1 香蓮寺 1955/2/23 1955 寺院型
95 法人墓地 林光寺 南元町15-3 林光寺 1955/2/23 1955 寺院型
96 法人墓地 長源寺墓地 横寺町20 長源寺 1954/4/19 1954 寺院型
97 法人墓地 龍門寺 横寺町33 龍門寺 1954/6/7 1954 寺院型 竜門寺
98 法人墓地 大信寺墓地 横寺町43 大信寺 1954/4/19 1954 寺院型
99 法人墓地 長善寺 四谷4-4 長善寺 1955/2/23 1955 寺院型



100 法人墓地 長善寺 四谷4-33 長善寺 1955/3/14 1955 寺院型
101 法人墓地 東長寺 四谷4-34 東長寺 1955/5/23 1955 寺院型
102 法人墓地 法蔵寺 若葉1-1-6 法蔵寺 1955/2/23 1955 寺院型
103 法人墓地 祥山寺 若葉1-1 祥山寺 1956/1/10 1956 寺院型
104 法人墓地 眞英寺 若葉2-1-3 眞英寺 1954/9/25 1954 寺院型 真英寺
105 法人墓地 東福院 若葉2-2 東福院 1955/4/12 1955 寺院型
106 法人墓地 日宗寺 若葉2-3 日宗寺 1954/9/25 1954 寺院型
107 法人墓地 妙行寺 若葉2-4 妙行寺 1954/9/25 1954 寺院型
108 法人墓地 金鶏山真成院 若葉2-7-8 金鶏山真成院 1954/9/25 1954 寺院型
109 法人墓地 蓮乗院 若葉2-8-6 蓮乗院 1954/9/25 1954 寺院型
110 法人墓地 愛染院 若葉2-8-3 愛染院 1954/9/25 1954 寺院型
111 法人墓地 西念寺 若葉2-9 西念寺 1954/9/25 1954 寺院型
112 法人墓地 信寿院 若葉2-9 信寿院 1954/9/25 1954 寺院型
113 法人墓地 賓祥寺墓地 若松町38-1 宝祥寺 1954/4/19 1954 寺院型 寶祥寺
114 法人墓地 眞宗大谷派龍善寺 早稲田町77 龍善寺 1954/4/19 1954 寺院型
115 法人墓地 曹洞宗宗清寺 早稲田町74 宗清寺 1954/4/19 1954 寺院型
116 法人墓地 宗源寺 早稲田町82 宗源寺 1954/1/24 1954 寺院型
117 法人墓地 正法寺墓地 早稲田南町55 正法寺 1954/4/19 1954 寺院型
118 個人共用 共用墓地 西早稲田3-222 1955/1/11 1955 個人
119 公営墓地 林氏墓地 市谷山伏町16 新宿区 1978/3/29 1978 公営型
120 納骨堂 全龍寺納骨堂 大久保1-16-15 全龍寺 1999/2/15 1999 寺院型
121 納骨堂 清源寺納骨堂 戸山1-15-2 清源寺 1960/8/12 1960 寺院型
122 納骨堂 獅子吼納骨堂 中井2-14 大日本獅子吼教会 1959/8/17 1959 寺院型
123 納骨堂 日本基督教団下落合教会納中落合4
124 納骨堂 自性院納骨堂 西落合1-11-23 自性院 1996/4/5 1996 寺院型
125 納骨堂 淨風寺納骨堂 西新宿6-14-3 淨風寺 1985/12/24 1985 寺院型
126 納骨堂 常圓寺 西新宿7-12-5 常圓寺 1993/2/12 1996 寺院型 常円寺
127 納骨堂 宗教法人在家日蓮宗淨風会東五軒町11 在家日蓮宗淨風会 1950/1/10 1950 寺院型
128 納骨堂 淨輪寺納骨堂 弁天町95 淨輪寺 1945/1/1 1945 寺院型
129 納骨堂 千日谷舎利塔 南元町19-2 一行院 1964/6/26 1964 寺院型
130 納骨堂 正定院 横寺町40 正定院 1981/4/1 1981 寺院型 寺院拡張？正定院神楽坂聖地
131 納骨堂 東長寺 四谷4-34 東長寺 1989/2/14 1989 寺院型
132 納骨堂 東福院納骨堂 若葉2-2 東福院 2002/8/22 2002 寺院型
133 納骨堂 四谷霊廟 若葉2-7-8 金鶏山眞成院 1971/11/9 1971 事業型 四谷霊廟
134 納骨堂 大願寺納骨堂 若葉22-2 大願寺 1993/3/23 1993 寺院型



文京区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 大泉寺墓地 関口2-3-15 大泉寺 1954/8/6 1954
2 法人墓地 永泉寺墓地 関口2-3-18 永泉寺 1954/8/6 1954
3 法人墓地 養国寺墓地 関口2-3-19 養国寺 1954/8/6 1954
4 法人墓地 蓮光寺墓地 関口3-9-16 蓮光寺 1954/8/6 1954
5 法人墓地 一音寺墓地 向丘1-9-28 一音寺 1955/6/10 1955
6 法人墓地 大円寺墓地 向丘1-11-3 大円寺 1955/6/10 1955
7 法人墓地 正行寺墓地 向丘1-13-6 正行寺 1955/6/27 1955
8 法人墓地 西善寺墓地 向丘1-13-8 西善寺 1955/6/27 1955
9 法人墓地 願行寺墓地 向丘2-1-5 願行寺 1955/7/18 1955
10 法人墓地 西教寺墓地 向丘2-1-10 西教寺 1963/6/27 1963
11 法人墓地 活妙寺墓地 向丘2-11-10 活妙寺 1955/6/27 1955
12 法人墓地 浄心寺墓地 向丘2-17-4 浄心寺 1955/6/10 1955
13 法人墓地 海蔵寺墓地 向丘2-25-10 海蔵寺 1955/8/5 1955
14 法人墓地 真浄寺墓地 向丘2-26-9 真浄寺 1955/7/18 1955
15 法人墓地 長元寺墓地 向丘2-27-5 長元寺
16 法人墓地 大林寺墓地 向丘2-27-11 大林寺 1955/6/27 1955
17 法人墓地 顕本寺墓地 向丘2-28-2 顕本寺 1955/6/27 1955
18 法人墓地 専西寺墓地 向丘2-28-9 専西寺 1955/6/10 1955
19 法人墓地 十方寺墓地 向丘2-29-1 十方寺 1955/6/27 1955
20 法人墓地 常瑞寺墓地 向丘2-29-10 常瑞寺
21 法人墓地 清林寺墓地 向丘2-35-3 清林寺 1955/6/27 1955
22 法人墓地 栄松寺墓地 向丘2-35-7 栄松寺 1955/7/18 1955 栄松院墓地
23 法人墓地 瑞泰寺墓地 向丘2-36-1 瑞泰寺 1945/4/1 1945
24 法人墓地 高林寺墓地 向丘2-37-5 抗林寺 1955/6/27 1955
25 法人墓地 蓮光寺墓地 向丘2-38-3 蓮光寺 1955/6/27 1955
26 法人墓地 光源寺墓地 向丘2-38-22 光源寺 1955/6/27 1955
27 法人墓地 龍閑寺墓地 春日2-6-12 龍閑寺 1954/8/3 1954
28 法人墓地 多福院墓地 春日2-13-7 多福院 1954/8/3 1954
29 法人墓地 善雄寺墓地 小石川2-22-2 善雄寺 1954/8/3 1954
30 法人墓地 源覚寺墓地 小石川2-23-14 源覚寺 1954/8/3 1954 寺院型 寺院 源覚寺墓苑
31 法人墓地 見樹院墓地 小石川3-4-14 見樹院 1975/4/21 1975
32 法人墓地 法蔵院墓地 小石川3-5-4 法蔵院 1954/8/3 1954
33 法人墓地 眞珠院墓地 小石川3-7-4 眞珠院 1954/8/3 1954
34 法人墓地 伝通院墓地 小石川3-14-6 伝通院 1954/8/3 1954
35 法人墓地 善光寺墓地 小石川3-17-8 善光寺 1954/8/3 1954
36 法人墓地 景久寺墓地 小石川3-19-2 景久寺 1954/8/3 1954
37 法人墓地 慈照寺墓地 小石川4-12-6 慈照寺 1954/8/3 1954 慈照院墓地
38 法人墓地 念速寺墓地 白山2-9-12 念速寺 1954/8/3 1954
39 法人墓地 光圓寺墓地 小石川4-12-8 光圓寺 1954/8/3 1954 光円寺墓地
40 法人墓地 善仁寺墓地 小石川4-13-19 善仁寺 1954/8/6 1954
41 法人墓地 稱名寺墓地 小日向1-4-11 稱名寺 1954/8/6 1954
42 法人墓地 本法寺墓地 小日向1-4-15 本法寺 1954/8/6 1954
43 法人墓地 日輪寺墓地 小日向1-4-18 日輪寺 1954/8/6 1954
44 法人墓地 小日向「れんげ山小日向1-5-1 総本山鳥帽子山最 1931/10/5 1931 事業型
45 法人墓地 善仁寺墓地 小日向1-5-9 善仁寺 1954/8/6 1954
46 法人墓地 福勝寺墓地 小日向1-8-15 福勝寺 1954/8/6 1954
47 法人墓地 生西寺墓地 小日向1-10-18 生西寺 1954/8/6 1954
48 法人墓地 道栄寺墓地 小日向2-1-22 道栄寺 1954/8/6 1954
49 法人墓地 大円寺墓地 小日向2-9-20 大円寺 1954/8/6 1954
50 法人墓地 清光寺墓地 小日向2-17-2 清光寺 1954/8/6 1954
51 法人墓地 還国寺墓地 小日向2-19-7 還国寺 1954/8/6 1954
52 法人墓地 伝明寺墓地 小日向4-3-11 伝明寺 1954/8/6 1954 傅明寺墓地
53 法人墓地 徳雲寺墓地 小日向4-4-1 徳雲寺 1954/8/6 1954
54 法人墓地 林泉寺墓地 小日向4-7-2 林泉寺 1954/8/6 1954
55 法人墓地 深光寺墓地 小日向4-9-5 深光寺 1954/8/6 1954
56 法人墓地 興善寺墓地 西片1-15-6 興善寺 1955/6/22 1955
57 法人墓地 一行院墓地 千石1-14-11 一行院 1954/8/3 1954
58 法人墓地 世尊院墓地 千駄木1-22-30 世尊院 1955/6/27 1955
59 法人墓地 養源寺墓地 千駄木5-38-3 養源寺 1957/8/1 1957
60 法人墓地 高源院墓地 大塚3-8-4 高源院 1954/8/6 1954
61 法人墓地 智香寺墓地 大塚3-28-12 智香寺 1954/9/16 1954
62 法人墓地 本伝寺墓地 大塚4-42-23 本伝寺 1954/8/6 1954 本傅寺墓地
63 法人墓地 善心寺墓地 大塚5-2-7 善心寺 1954/8/6 1954
64 法人墓地 西信寺墓地 大塚5-2-10 西信寺 1954/8/6 1954
65 法人墓地 護国寺墓地 大塚5-40-8 護国寺 1954/9/16 1954
66 法人墓地 麟祥院墓地 湯島4-1-8 麟祥院 1945/4/1 1945
67 法人墓地 講安寺墓地 湯島4-12-13 講安寺
68 法人墓地 円乗寺墓地 白山1-34-6 円乗寺 1954/8/3 1954 圓乗寺墓地
69 法人墓地 喜運寺墓地 白山2-10-3 喜運寺 1954/8/3 1954
70 法人墓地 安閑寺墓地 白山2-13-13 安閑寺 1954/8/3 1954
71 法人墓地 是照院墓地 白山2-20-1 是照院 1954/8/3 1954 是照禅院墓地
72 法人墓地 連華寺墓地 白山2-38-11 連華寺 1954/8/3 1954 蓮華寺墓地
73 法人墓地 厳浄院墓地 白山2-30-5 厳浄院 1954/8/3 1954
74 法人墓地 メモリアルパーク白山3-1-25 浄土宗江月院 1940/6/6 1940 事業型 霊園 メモリアルパーク 646.89
75 法人墓地 新福寺墓地 白山3-1-23 新福寺 1954/8/3 1954
76 法人墓地 本念寺墓地 白山4-34-7 本念寺 1954/8/3 1954
77 法人墓地 浄土寺墓地 白山4-35-18 浄土寺 1954/8/3 1954
78 法人墓地 龍泉寺墓地 白山4-37-10 龍泉寺 1954/8/3 1954
79 法人墓地 寂円寺墓地 白山4-37-30 寂円寺 1954/8/3 1954
80 法人墓地 龍雲院墓地 白山5-5-5 龍雲院 1954/8/3 1954 龍雲禅院墓地
81 法人墓地 蓮久寺墓地 白山5-30-6 蓮久寺 1954/8/3 1954
82 法人墓地 妙清寺墓地 白山5-33-15 妙清寺 1954/8/3 1954
83 法人墓地 心光寺墓地 白山5-36-5 心光寺 1954/8/3 1954
84 法人墓地 昌清寺墓地 本郷1-8-3 昌清寺 1955/6/27 1955
85 法人墓地 長泉寺墓地 本郷5-6-1 長泉寺 1955/6/27 1955
86 法人墓地 法真寺墓地 本郷5-27-11 法真寺 1955/6/27 1955
87 法人墓地 喜福寺墓地 本郷5-29-2 喜福寺 1955/6/27 1955
88 法人墓地 潮泉寺墓地 本駒込1-1-5 潮泉寺 1955/7/18 1955
89 法人墓地 徳性寺墓地 本駒込1-3-15 徳性寺 1955/6/22 1955
90 法人墓地 龍光寺墓地 本駒込1-5-22 龍光寺 1956/4/30 1956
91 法人墓地 天栄寺墓地 本駒込1-6-16 天栄寺 1955/6/27 1955
92 法人墓地 定泉寺墓地 本駒込1-7-12 定泉寺 1955/6/22 1955
93 法人墓地 仙竜寺墓地 本駒込1-8-13 仙竜寺 1945/4/1 1945 仙龍寺墓地
94 法人墓地 養昌寺墓地 本駒込1-20-17 養昌寺 1955/7/18 1955
95 法人墓地 南谷寺墓地 本駒込1-20-20 南谷寺 1955/6/10 1955
96 法人墓地 大運寺墓地 本駒込2-18-12 大運寺 1955/7/18 1955
97 法人墓地 教元寺墓地 本駒込2-19-2 教元寺 1955/6/10 1955
98 法人墓地 天然寺墓地 本駒込2-20-8 天然寺 1945/4/1 1945
99 法人墓地 長源寺墓地 本駒込2-20-10 長源寺 1955/6/10 1955



100 法人墓地 江岸寺墓地 本駒込2-26-15 江岸寺 1955/7/18 1955
101 法人墓地 圓通寺墓地 本駒込2-19-8 圓通寺 1955/7/18 1955
102 法人墓地 徳源寺墓地 本駒込3-7-14 徳源寺 1945/4/1 1945
103 法人墓地 常徳寺墓地 本駒込3-7-16 常徳寺 1955/6/10 1955
104 法人墓地 洞泉寺墓地 本駒込3-19-4 洞泉寺 1945/4/1 1945
105 法人墓地 吉祥寺墓地 本駒込3-19-17 吉祥寺 1955/6/27 1955
106 法人墓地 桂林寺墓地 目白台3-3-11 桂林寺 1941/3/31 1941
107 納骨堂 東京カテドラル納関口3-19-1 カトリック東京大 1973/6/10 1973
108 納骨堂 常泉寺納骨堂 春日1-9-3 常泉院 1945/4/1 1945 常泉院納骨堂
109 納骨堂 西岸寺納骨堂 春日1-12-12 西岸寺 1945/4/1 1945
110 納骨堂 東京都戦没者霊苑春日1-14-4 東京都 1960/1/23 1960
111 納骨堂 源覚寺納骨堂 小石川2-23-14 源覚寺 1983/2/4 1983
112 納骨堂 稱名寺納骨堂 小日向1-4-11 稱名寺 1945/4/1 1945
113 納骨堂 福勝寺納骨堂 小日向1-8-15 福勝寺 1954/8/6 1954
114 納骨堂 大本山護国寺霊廟大塚5-40-1 護国寺 1933/10/15 1933
115 納骨堂 護国寺納骨堂 大塚5-40-1 護国寺 1957/9/12 1957
116 納骨堂 寂円寺法輪廟 白山4-37-30 寂円寺 1930/3/15 1930
117 納骨堂 寂円寺納骨堂 白山4-37-30 寂円寺 1983/6/28 1983
118 納骨堂 本郷陵苑 本郷1-8-18 興安寺 1936/9/1 1936 事業型



台東区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 長寿院 鳥越2-13-18 1927
2 法人墓地 信入院 鳥越2-14-5 1930
3 法人墓地 淨念寺 蔵前4-18-11 1927 浄念寺
4 法人墓地 西福寺 蔵前4-16-16 1929
5 法人墓地 真行院 蔵前4-12-5 1929
6 法人墓地 法林寺 蔵前4-15-2 1929
7 法人墓地 長應院 蔵前4-17-14 1929
8 法人墓地 真龍寺 松ヶ谷2-11-3 1929
9 法人墓地 長徳院 松ヶ谷3-8-8 1925
10 法人墓地 曹源寺 松ヶ谷3-7-2 1927
11 法人墓地 妙音寺 松ヶ谷1-14-6 1928
12 法人墓地 涼源寺 松ヶ谷2-19-7 1928
13 法人墓地 本覚寺 松ヶ谷2-8-15 1928
14 法人墓地 正定寺 松ヶ谷2-1-2 1928
15 法人墓地 聖徳寺 松ヶ谷2-3-3 1928
16 法人墓地 長円寺 松ヶ谷3-9-2 1926 長園寺
17 法人墓地 海禅寺 松ヶ谷3-3-3 不明
18 法人墓地 雲梅寺 松ヶ谷3-3-4 1928
19 法人墓地 松源寺 松ヶ谷2-13-3 1925
20 法人墓地 皆應寺 松ヶ谷1-6-15 1928 皆応寺
21 法人墓地 正覚寺 蔵前3-22-9 不明 榧寺
22 法人墓地 栄敬寺 寿1-11-18 1929
23 法人墓地 仙蔵寺 寿2-8-15 不明
24 法人墓地 厳念寺 寿1-11-2 1929
25 法人墓地 善照寺 寿1-11-8 1928
26 法人墓地 宝宗寺 寿2-5-14 不明 玉宗寺
27 法人墓地 本法寺 寿2-9-7 不明
28 法人墓地 金蔵寺 寿1-17-2 不明
29 法人墓地 真敬寺 寿1-11-7 1929
30 法人墓地 桃林寺 寿1-19-1 1928
31 法人墓地 金龍寺 寿2-10-2 1927
32 法人墓地 宗円寺 寿2-7-9 1923
33 法人墓地 永見寺 寿2-7-6 1929
34 法人墓地 西光院 寿1-12-14 1928
35 法人墓地 不動院 寿2-5-2 1928
36 法人墓地 龍宝寺 寿1-21-1 1928 龍寳寺
37 法人墓地 常福寺 寿2-6-3 1929
38 法人墓地 龍宝寺 蔵前4-36-7 1930 龍寳寺
39 法人墓地 威光院 寿2-6-8 1929
40 法人墓地 寿松院 鳥越2-13-2 1929
41 法人墓地 行安寺 松ヶ谷1-9-14 1928
42 法人墓地 東国寺 松ヶ谷1-2-3 1928
43 法人墓地 祝言寺 松ヶ谷1-6-17 1928
44 法人墓地 光桂寺 松ヶ谷1-5-12 1928
45 法人墓地 広大寺 松ヶ谷1-4-3 1927
46 法人墓地 日輪寺 西浅草3-15-6 1928
47 法人墓地 東光院 西浅草3-11-2 1930
48 法人墓地 寿仙院 西浅草3-28-1 1927
49 法人墓地 良狭院 西浅草3-5-5 1928
50 法人墓地 天獄院 西浅草3-14-1 1928 天嶽院
51 法人墓地 万隆院 西浅草3-27-2 不明 萬隆寺
52 法人墓地 清光寺 西浅草1-7-19 不明
53 法人墓地 運行寺 西浅草1-7-12 1929
54 法人墓地 専勝寺 西浅草1-8-4 1930
55 法人墓地 満照寺 西浅草1-4-16 1925
56 法人墓地 善竜寺 西浅草1-9-2 1929
57 法人墓地 等光寺 西浅草1-6-1 1929
58 法人墓地 善照寺 西浅草1-4-15 1929
59 法人墓地 徳本寺 西浅草1-3-11 1929
60 法人墓地 通覚寺 西浅草1-6-6 1929
61 法人墓地 本願寺 西浅草1-5-5 1950
62 法人墓地 宗恩寺 西浅草1-6-7 1928
63 法人墓地 長敬寺 西浅草1-2-12 1929
64 法人墓地 願竜寺 西浅草1-2-16 1957
65 法人墓地 長国寺 千束3-19-6 1929 長國寺
66 法人墓地 栄蔵寺 元浅草2-9-2 1929
67 法人墓地 華蔵寺 元浅草1-17-2 1928
68 法人墓地 願寿寺 元浅草2-7-4 1927
69 法人墓地 唯念寺 元浅草2-11-3 1928
70 法人墓地 歓名寺 元浅草3-17-15 1929
71 法人墓地 地蔵院 元浅草1-15-8 1928
72 法人墓地 長遠寺 元浅草2-2-3 1929
73 法人墓地 覚音寺 元浅草3-17-14 1930
74 法人墓地 竜福院 元浅草3-17-2 不明 龍福院
75 法人墓地 称念寺 元浅草3-18-2 1930
76 法人墓地 願信寺 元浅草3-17-18 1930
77 法人墓地 本行寺 元浅草3-18-3 1930
78 法人墓地 最尊寺 元浅草3-17-17 1930
79 法人墓地 誓教寺 元浅草4-6-9 1930
80 法人墓地 延命院 元浅草4-5-2 1928
81 法人墓地 大乗院 元浅草4-5-16 1927
82 法人墓地 了源寺 元浅草3-17-5 1929
83 法人墓地 観蔵院 元浅草3-18-5 1930
84 法人墓地 吉祥院 元浅草2-1-14 1929
85 法人墓地 正福院 元浅草4-7-21 不明
86 法人墓地 成就院 元浅草4-8-12 1927
87 法人墓地 光明寺 元浅草4-7-10 1928
88 法人墓地 浅草寺 浅草2-3-1 不明
89 法人墓地 本然寺 西浅草3-25-3 不明
90 法人墓地 等覚寺 元浅草2-10-17 1929
91 法人墓地 西照寺 東上野6-2-4 1928
92 法人墓地 専念寺 東上野6-6-3 1928
93 法人墓地 林光寺 東上野6-6-14 1928
94 法人墓地 長善寺 東上野6-6-13 1928
95 法人墓地 報恩寺 東上野6-13-13 1927
96 法人墓地 長竜寺 東上野6-14-12 1928 長龍寺
97 法人墓地 光照寺 東上野6-14-10 1928
98 法人墓地 西光寺 東上野6-15-6 1928 寺院型 マンション西光寺堂内墓地 
99 法人墓地 西岸寺 東上野6-15-5 1928



100 法人墓地 養蓮寺 東上野6-15-2 1928
101 法人墓地 竜渕寺 東上野6-15-1 1929 龍淵寺
102 法人墓地 正行寺 東上野6-15-14 不明
103 法人墓地 源隆寺 東上野6-15-11 1929
104 法人墓地 聞成寺 東上野6-15-10 1929
105 法人墓地 淨正寺 東上野6-6-2 1930
106 法人墓地 長泉寺 東上野6-18-4 1929
107 法人墓地 妙清寺 東上野6-18-7 1928
108 法人墓地 真覚寺 東上野6-17-18 1931
109 法人墓地 法善寺 東上野6-17-3 1929
110 法人墓地 淨林寺 東上野6-17-15 1928 浄林寺
111 法人墓地 淨雲寺 清川1-4-13 1928 浄雲寺
112 法人墓地 宝蔵院 清川1-3-5 1928
113 法人墓地 通入寺 清川1-11-12 1928
114 法人墓地 本性寺 清川1-1-2 1928
115 法人墓地 宝蓮院 橋場1-10-11 1928 玉蓮院
116 法人墓地 永伝寺 清川1-13-14 不明
117 法人墓地 出山寺 清川1-13-13 1928
118 法人墓地 念佛院 清川1-2-5 1929
119 法人墓地 福寿院 橋場1-16-2 1928
120 法人墓地 不動院 橋場2-14-19 1949
121 法人墓地 源空寺 東上野6-19-2 1928
122 法人墓地 真照寺 東上野6-6-1 1929
123 法人墓地 勝運寺 今戸2-23-6 1928
124 法人墓地 本竜寺 今戸1-6-18 1929 本龍寺
125 法人墓地 明順寺 東上野6-10-12 1930
126 法人墓地 円照寺 西浅草1-9-3 1928
127 法人墓地 来応寺 西浅草1-6-12 1929
128 法人墓地 真福寺 西浅草1-6-13 1928
129 法人墓地 光円寺 西浅草1-7-11 1928
130 法人墓地 敬覚寺 西浅草1-8-2 1929
131 法人墓地 西光寺 西浅草1-6-2 1929
132 法人墓地 称福寺 今戸2-5-4 1956
133 法人墓地 安昌寺 今戸2-1-12 1929
134 法人墓地 潮江院 今戸1-6-7 1929
135 法人墓地 広楽寺 今戸2-4-2 1929
136 法人墓地 蓮窓寺 今戸2-27-3 不明
137 法人墓地 長昌寺 今戸2-32-16 不明
138 法人墓地 慶養寺 今戸1-6-22 1929 慶養禅寺
139 法人墓地 保元寺 橋場1-4-7 1927
140 法人墓地 春慶院 東浅草2-14-1 1928
141 法人墓地 広徳寺 東浅草2-15-1 1927
142 法人墓地 光照寺 清川1-8-11 1928 光照院
143 法人墓地 東禅寺 東浅草2-12-13 1928
144 法人墓地 仰願寺 清川1-4-6 1929
145 法人墓地 瑞泉寺 今戸2-17-3 1928
146 法人墓地 道林寺 東浅草2-2-10 1928
147 法人墓地 宗源寺 東上野5-1-6 1928
148 法人墓地 竜谷寺 東上野5-5-21 1928 龍谷寺
149 法人墓地 永昌寺 東上野5-1-2 1928
150 法人墓地 成就寺 東上野3-32-15 1928 成就院
151 法人墓地 大正寺 池之端2-1-21 1949
152 法人墓地 覚性寺 池之端2-1-17 1949
153 法人墓地 休昌寺 池之端2-5-38 1949 休昌院
154 法人墓地 妙顕寺 池之端2-4-19 1949
155 法人墓地 忠綱寺 池之端2-5-43 1949
156 法人墓地 妙極院 池之端2-5-30 1949
157 法人墓地 東淵寺 池之端2-4-25 1949
158 法人墓地 正慶寺 池之端2-4-45 1949
159 法人墓地 宗賢寺 池之端2-1-15 1949
160 法人墓地 福成寺 池之端1-2-2 1949
161 法人墓地 教證寺 池之端1-2-5 1949
162 法人墓地 正洞院 下谷2-6-2 不明
163 法人墓地 眞源寺 下谷1-12-16 不明 真源寺
164 法人墓地 長松寺 下谷1-8-20 不明
165 法人墓地 英信寺 下谷2-5-14 不明
166 法人墓地 最上寺 下谷1-8-9 不明
167 法人墓地 泰寿院 下谷2-11-12 1929
168 法人墓地 法清寺 下谷1-8-22 1956
169 法人墓地 法昌寺 下谷2-10-6 1929
170 法人墓地 靜蓮寺 下谷1-12-21 1928 静蓮寺
171 法人墓地 要伝寺 根岸3-4-14 不明
172 法人墓地 永称寺 根岸3-12-44 1950
173 法人墓地 世尊寺 根岸3-13-22 1949
174 法人墓地 源隆寺 根岸3-13-23 1949
175 法人墓地 安楽寺 根岸4-1-3 不明
176 法人墓地 千手院 根岸3-12-48 不明
177 法人墓地 円光寺 根岸3-11-4 不明
178 法人墓地 西蔵院 根岸3-12-38 1949
179 法人墓地 西念寺 根岸3-13-17 1949
180 法人墓地 大空庵 根岸5-8-12 1949
181 法人墓地 宗慶寺 下谷2-14-5 1928
182 法人墓地 正覚寺 入谷1-28-7 1929
183 法人墓地 感応寺 下谷2-8-3 不明
184 法人墓地 随徳寺 下谷2-18-7 不明
185 法人墓地 萬徳寺 根岸5-1-13 不明
186 法人墓地 了源寺 下谷3-6-6 不明
187 法人墓地 嶺照院 下谷2-18-2 不明
188 法人墓地 寿永寺 三の輪1-22-15 1927
189 法人墓地 竜泉寺 竜泉2-17-15 1927
190 法人墓地 大音寺 竜泉1-21-17 1929
191 法人墓地 正證寺 竜泉1-23-11 不明
192 法人墓地 月州寺 竜泉2-15-11 不明
193 法人墓地 大照寺 竜泉1-20-6 1928
194 法人墓地 西徳寺 竜泉1-20-19 1929
195 法人墓地 薬王寺 根岸5-18-5 不明
196 法人墓地 永久寺 三の輪2-14-5 1929
197 法人墓地 梅林寺 三の輪1-27-3 不明
198 法人墓地 総持院 谷中6-2-33 1949
199 法人墓地 多宝院 谷中6-2-35 1949



200 法人墓地 妙雲寺 谷中6-2-39 1949
201 法人墓地 大行寺 谷中6-1-13 1949
202 法人墓地 大雄寺 谷中6-1-26 1949
203 法人墓地 佛心寺 谷中1-5-35 1949
204 法人墓地 宝林寺 谷中1-7-15 1949 玉林寺
205 法人墓地 妙福寺 谷中1-7-41 1949
206 法人墓地 宗善寺 谷中1-7-31 1930
207 法人墓地 本寿寺 谷中1-4-9 1929
208 法人墓地 本光寺 谷中1-5-2 1929
209 法人墓地 一乗寺 谷中1-6-1 1929
210 法人墓地 上聖寺 谷中1-5-3 1929
211 法人墓地 天眠寺 谷中1-2-14 不明 天眠禅寺
212 法人墓地 瑞松寺 谷中1-4-10 1929 瑞松院
213 法人墓地 領玄寺 谷中4-3-5 不明
214 法人墓地 臨江寺 谷中1-4-13 1929
215 法人墓地 妙情寺 谷中1-5-5 1929
216 法人墓地 妙泉寺 谷中1-5-34 1958
217 法人墓地 長運寺 谷中1-7-4 1949
218 法人墓地 信行寺 谷中1-5-7 1949
219 法人墓地 了俒寺 谷中7-17-2 1949 了かん寺
220 法人墓地 安立寺 谷中7-10-4 1949
221 法人墓地 天王寺 谷中7-14-8 1949
222 法人墓地 海蔵寺 谷中5-8-25 1949 海蔵院
223 法人墓地 明王寺 谷中5-4-2 1949
224 法人墓地 観智院 谷中5-2-4 1949
225 法人墓地 長明寺 谷中5-10-10 1952
226 法人墓地 本授寺 谷中3-11-16 1941
227 法人墓地 宗林寺 谷中3-10-22 1949
228 法人墓地 竜泉寺 谷中5-9-26 1949 龍泉寺
229 法人墓地 霊梅院 谷中5-8-19 1949
230 法人墓地 瑞輪寺 谷中4-2-5 1949
231 法人墓地 長久院 谷中6-2-16 1949
232 法人墓地 西光寺 谷中6-2-20 1949
233 法人墓地 自性院 谷中6-2-8 1949
234 法人墓地 妙行寺 谷中1-7-37 1949
235 法人墓地 竜谷寺 谷中4-2-35 1949 龍谷寺
236 法人墓地 永久寺 谷中4-2-37 1938
237 法人墓地 延寿寺 谷中1-7-36 1949
238 法人墓地 蓮華寺 谷中4-3-1 不明
239 法人墓地 感応寺 谷中6-2-4 1949 感應寺
240 法人墓地 頣神院 谷中4-3-27 不明
241 法人墓地 金嶺寺 谷中1-6-27 1949
242 法人墓地 法蔵院 谷中1-6-26 1949
243 法人墓地 大泉寺 谷中6-2-13 不明
244 法人墓地 加納院 谷中5-8-5 1949
245 法人墓地 観音寺 谷中5-8-28 1949
246 法人墓地 養泉寺 谷中5-2-28 不明
247 法人墓地 本通寺 谷中4-2-33 1949
248 法人墓地 安立寺 谷中5-3-17 不明
249 法人墓地 養伝寺 谷中5-2-16 不明
250 法人墓地 興禅寺 谷中5-2-11 不明
251 法人墓地 長安寺 谷中5-2-22 不明
252 法人墓地 本立寺 谷中5-8-7 1949
253 法人墓地 常在寺 谷中5-2-25 1949
254 法人墓地 妙円寺 谷中4-4-29 1949 妙圓寺
255 法人墓地 妙法寺 谷中4-4-30 1949
256 法人墓地 福相寺 谷中5-4-9 1949
257 法人墓地 長久寺 谷中5-4-11 1949
258 法人墓地 天竜院 谷中4-4-33 1949 天龍院
259 法人墓地 大円寺 谷中3-1-2 1949
260 法人墓地 立善寺 谷中5-4-19 1949
261 法人墓地 全生庵 谷中5-4-7 1949
262 法人墓地 寛永寺 上野桜木1-14-11 1949
263 法人墓地 津梁院 上野桜木1-14-29 1949
264 法人墓地 淨名院 上野桜木2-6-4 1949 浄名院
265 法人墓地 寒松院 上野公園15-11 1949
266 法人墓地 修禅院 上野公園15-24 1949
267 法人墓地 現竜院 上野公園15-25 1949 現龍院
268 法人墓地 凌雲院 上野公園15-25 1949
269 法人墓地 青竜院 上野公園15-25 1949
270 法人墓地 覚成院 上野公園16-2 1949
271 法人墓地 円珠院 上野桜木1-5-3 1949 圓珠院
272 公営墓地 東京都谷中霊園 谷中7 不明 公営型
273 納骨堂 メモリアルガーデン上野 上野桜木1-15-10 宗教法人妙泉寺 事業型 メモリアルガーデン 709.8
274 納骨堂 浄華堂（東京本願寺浄華堂） 西浅草1-5-5 宗教法人東本願寺 事業型 2226
275 法人墓地 東京浄苑 東浅草1-1-15 宗教法人正法寺 事業型 マンション
276 法人墓地 西光寺堂内墓地 東上野6-15-6



墨田区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 大徳院両国墓苑 両国2-7-13 宗教法人大徳院 寺院型
2 法人墓地 回向院墓地 両国2-8-10 回向院 寺院型
3 法人墓地 要津寺墓地 千歳2-1-16 要津寺 寺院型
4 法人墓地 西光寺墓地 千歳2-4-7 西光寺 寺院型
5 法人墓地 徳上院墓地 立川1-1-1 徳上院 寺院型
6 法人墓地 龍光院墓地 立川1-2-2 龍光院 寺院型
7 法人墓地 法樹院墓地 立川1-2-4 法樹院 寺院型
8 法人墓地 宗教法人弥□寺境内立川1-4-13 宗教法人弥□寺 寺院型
9 法人墓地 華厳寺墓地 本所2-12-3 華厳寺 寺院型

10 法人墓地 源光寺墓地 本所2-13-14 源光寺 寺院型
11 法人墓地 妙見山別院墓地 本所4-6-14 妙見山別院 寺院型
12 法人墓地 実相寺墓地 東駒形2-10-106 実相寺 寺院型 實相寺墓地
13 法人墓地 本久寺墓地 東駒形2-21-12 本久寺 寺院型
14 法人墓地 桃青寺墓地 東駒形3-15-10 桃青寺 寺院型
15 法人墓地 松嶺寺墓地 東駒形3-21-8 松嶺寺 寺院型
16 法人墓地 霊光寺墓地 吾妻橋1-9-11 霊光寺 寺院型
17 法人墓地 如意輪寺墓地 吾妻橋1-22-14 如意輪寺 寺院型
18 法人墓地 妙縁寺墓地 吾妻橋2-2-10 妙縁寺 寺院型
19 法人墓地 天祥寺墓地 吾妻橋2-6-5 天祥寺 寺院型
20 法人墓地 清雄寺墓地 吾妻橋2-14-6 吾妻橋2-16-8 清雄寺 寺院型
21 法人墓地 善行院墓地 大平1-24-1 善行寺 寺院型
22 法人墓地 千栄院墓地 大平1-24-2 千栄院 寺院型 千榮院墓地
23 法人墓地 法泉寺墓地 大平1-25-11 法泉寺 寺院型 法泉院墓地
24 法人墓地 陽運寺墓地 大平1-25-12 陽運院 寺院型 陽運院墓地
25 法人墓地 法恩寺墓地 大平1-26-16 法恩寺 寺院型
26 法人墓地 龍興院墓地 横川1-3-18 龍興院 寺院型
27 法人墓地 霊山寺墓地 横川1-3-22 霊山寺 寺院型
28 法人墓地 霊性院墓地 横川1-3-20 霊性院 寺院型
29 法人墓地 徳寿院墓地 横川1-3-23 徳寿院 寺院型 徳壽院墓地
30 法人墓地 本法寺墓地 横川1-12-12 本法寺 寺院型
31 法人墓地 法性寺墓地 業平5-7-7 法性寺 寺院型
32 法人墓地 常泉寺墓地 向島3-12-15 常泉寺 寺院型
33 法人墓地 弘福寺墓地 向島5-3-2 弘福寺 寺院型
34 法人墓地 長命寺墓地 向島5-4-4 長命寺 寺院型
35 法人墓地 法泉寺 東向島3-8-1 宗教法人法泉寺 寺院型
36 法人墓地 蓮化寺 東向島3-23-17 宗教法人蓮化寺 寺院型 蓮花寺
37 法人墓地 木母寺歴代墓地 堤通2-16-1 宗教法人木母寺 寺院型
38 法人墓地 正福寺 墨田2-6-20 宗教法人正福寺 寺院型
39 法人墓地 正林庵 墨田2-11-12 宗教法人正林庵 寺院型 成林庵
40 法人墓地 東清寺墓地 墨田3-10-2 宗教法人東清寺 寺院型
41 法人墓地 多聞寺 墨田5-31-13 宗教法人多聞寺 寺院型
42 法人墓地 円徳寺 墨田5-42-17 宗教法人円徳寺 寺院型 圓徳寺
43 法人墓地 正圓寺 押上2-37-4 宗教法人正圓寺 寺院型 正円寺
44 法人墓地 圓通寺 押上2-39-8 宗教法人圓通寺 寺院型
45 法人墓地 正観寺 押上3-32-4 宗教法人正観寺 寺院型
46 法人墓地 正覚寺 八広3-5-11 宗教法人正覚寺 寺院型
47 法人墓地 宝蔵寺 八広6-9-17 宗教法人宝蔵寺 寺院型 寳蔵寺
48 法人墓地 明源寺 立花1-13-10 宗教法人明源寺 寺院型
49 法人墓地 滋光院 立花1-29-3 宗教法人滋光院 寺院型 慈光院
50 法人墓地 東□寺 立花1-17-4 宗教法人東□寺 寺院型
51 法人墓地 萬福寺 東墨田3-12-19 宗教法人萬福寺 寺院型
52 納骨堂 春慶寺 業平2-14-9 宗教法人春慶寺 事業型 納骨堂 春慶寺



江東区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 長寿寺墓地 亀戸3-10-2 寺院型 長寿禅寺墓地
2 法人墓地 龍眼寺墓地 亀戸3-34 寺院型
3 法人墓地 光明寺墓地 亀戸3-42-1 寺院型
4 法人墓地 普門院墓地 亀戸3-43-3 寺院型
5 法人墓地 龍光寺墓地 亀戸3-56-14 寺院型
6 法人墓地 東覚寺墓地 亀戸4-24-1 寺院型
7 法人墓地 宝蓮寺墓地 亀戸4-35-12 寺院型
8 法人墓地 常光寺墓地 亀戸4-48-3 寺院型
9 法人墓地 浄心寺墓地 亀戸4-17-11 寺院型

10 法人墓地 自性院墓地 亀戸6-35-23 寺院型
11 法人墓地 羅漢寺墓地 大島3-1-8 寺院型
12 法人墓地 宝塔寺墓地 大島8-38-32 寺院型
13 法人墓地 妙久寺墓地 北砂2-1-40 寺院型
14 法人墓地 持宝院墓地 北砂4-22-6 寺院型
15 法人墓地 蓮光寺墓地 北砂6-1-23 寺院型
16 法人墓地 因速寺墓地 東砂1-4-10 寺院型
17 法人墓地 上妙寺墓地 東砂1-4-6 寺院型
18 法人墓地 東漸寺墓地 東砂2-9-0 寺院型
19 法人墓地 「江東メモリアル」 東砂2-11-28 事業型 霊園 2218.66
20 法人墓地 中央寺墓地 南砂4-15-20 寺院型
21 納骨堂 長慶寺納骨堂 森下2-22-9 寺院型
22 法人墓地 臨川寺墓地 清澄3-4-6 寺院型
23 法人墓地 江月院墓地 清澄3-4-11 寺院型
24 個人共用 本誓寺墓地（外２寺墓清澄3-4-23 寺院型
25 法人墓地 雄松院墓地 白河1-1-8 寺院型
26 法人墓地 霊厳寺墓地 白河1-3-32 寺院型
27 法人墓地 祥雲山善徳寺西墓地 白河2-4-15 寺院型
28 法人墓地 冝雲寺墓地 白河2-7-10 寺院型 一蝶寺
29 個人共用 法性寺墓地（外２寺墓三好1-3-2 寺院型
30 個人共用 浄心寺墓地（玉泉院墓三好1-4-0 寺院型
31 法人墓地 心行寺（第二）墓地 三好1-4-2 寺院型
32 法人墓地 松林院墓地 三好1-4-14 寺院型
33 法人墓地 長専院墓地 三好1-6-3 寺院型
34 法人墓地 成等院墓地 三好1--6-13 寺院型
35 法人墓地 蔡華院墓地 三好1-7-2 寺院型
36 法人墓地 正覚院墓地 三好1-7-7 寺院型
37 法人墓地 神田寺西墓地 三好2-1-7 寺院型
38 法人墓地 照光院墓地 三好2-7-2 寺院型
39 法人墓地 龍光院墓地 三好2-7-5 寺院型
40 個人共用 済生院墓地（外２寺墓三好2-11-14 寺院型 済心院墓地（外２寺墓地）
41 法人墓地 善徳寺墓地 三好2-16-7 三好2-17-27 寺院型
42 個人共用 特設墓地・一言院墓地三好2-17-13 寺院型
43 法人墓地 良信院第二墓地 三好3-1-5 寺院型
44 個人共用 特設墓地・良信院墓地三好3-7-5 寺院型
45 納骨堂 良信院納骨堂 三好3-7-5 寺院型
46 個人共用 浄心寺墓地（外８寺墓平野2-4-25 寺院型
47 法人墓地 重願寺墓地 猿江1-11-15 寺院型
48 法人墓地 玄信寺墓地 深川2-15-20 寺院型
49 法人墓地 法乗院墓地 深川2-16-3 寺院型
50 納骨堂 法乘院納骨堂 深川2-16-3 寺院型
51 法人墓地 心行寺墓地 深川2-16-7 寺院型
52 法人墓地 陽岳寺墓地 深川2-16-27 寺院型
53 法人墓地 増林寺墓地 深川2-19-13 寺院型
54 法人墓地 正覚寺墓地 深川2-22-5 寺院型
55 納骨堂 正覚寺本堂納骨堂 深川2-22-5 寺院型
56 法人墓地 寒光寺墓地 深川2-22-11 寺院型
57 納骨堂 正覚寺納骨堂 深川2-22-5 寺院型
58 法人墓地 「深川さくら浄苑」 深川2-41-2 事業型
59 法人墓地 正源寺墓地 永代1-8-8 寺院型
60 法人墓地 万徳院墓地 永代2-37-23 寺院型 萬徳院墓地
61 納骨堂 妙因寺納骨堂 東陽5-22-6 寺院型



品川区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 妙蓮寺墓地 南品川1-1-1 1954/10/2 1954
2 法人墓地 妙蓮寺墓地 南品川1-1-1 1954/4/9 1954
3 法人墓地 妙蓮寺墓地 南品川1-1-1 1954/3/27 1954
4 法人墓地 海徳寺墓地 南品川1-2-10 1955/4/6 1955
5 法人墓地 本覚寺墓地 南品川1-10-11 1954/3/27 1954
6 法人墓地 本栄寺墓地 南品川1-10-17 1954/3/27 1954
7 法人墓地 本栄寺墓地 南品川1-10-17 1955/7/11 1955
8 法人墓地 蓮長寺墓地 南品川1-10-18 1954/3/27 1954
9 法人墓地 蓮長寺墓地 南品川1-10-18 1957/9/30 1957
10 法人墓地 願行寺墓地 南品川2-1-12 1954/3/27 1954
11 法人墓地 願行寺墓地 南品川2-1-12 1954/4/26 1954
12 法人墓地 真了寺墓地 南品川2-7-25 1955/4/13 1955
13 法人墓地 長徳寺墓地 南品川2-8-16 不明
14 法人墓地 天妙国寺墓地 南品川2-8-23 1953/12/18 1953
15 法人墓地 心海寺墓地 南品川2-9-5 1955/8/8 1955
16 法人墓地 心海寺墓地 南品川2-9-5 1955/8/8 1955
17 法人墓地 常行寺墓地 南品川2-9-18 1954/4/26 1954
18 法人墓地 常行寺墓地 南品川2-9-18 1954/4/9 1954
19 法人墓地 常行寺墓地 南品川2-9-18 1954/3/27 1954
20 法人墓地 常行寺墓地 南品川2-9-18 1954/4/9 1954
21 法人墓地 品川寺墓地 南品川3-5-17 1954/3/27 1954
22 法人墓地 海雲寺墓地 南品川3-5-21 1954/3/27 1954
23 法人墓地 本光寺墓地 南品川4-2-8 1954/4/26 1954
24 法人墓地 清光寺墓地 南品川4-2-8 1954/4/26 1954
25 法人墓地 本光寺墓地 南品川4-2-8 1954/3/27 1954
26 法人墓地 大龍寺墓地 南品川4-2-16 1997/3/5 1997
27 法人墓地 大龍寺墓地 南品川4-2-16 2000/7/6 2000
28 法人墓地 大龍寺墓地 南品川4-2-16 1954/3/27 1954
29 法人墓地 大龍寺墓地 南品川4-2-16 1954/3/29 1954
30 法人墓地 天龍寺墓地 南品川4-2-17 1954/3/27 1954 天龍禅寺墓地
31 法人墓地 天龍寺墓地 南品川4-2-17 1954/6/12 1954 天龍禅寺墓地
32 法人墓地 天龍寺墓地 南品川4-2-17 1954/4/26 1954 天龍禅寺墓地
33 法人墓地 清光院墓地 南品川4-2-35 1954/3/27 1954
34 法人墓地 海蔵寺墓地 南品川4-4-2 1954/3/27 1954
35 法人墓地 海晏寺墓地 南品川5-16-22 1979/9/25 1979
36 法人墓地 海晏寺墓地 南品川5-16-22 1954/3/27 1954
37 法人墓地 海晏寺墓地 南品川5-16-22 1954/6/7 1954
38 法人墓地 海晏寺墓地 南品川5-16-22 1954/6/7 1954
39 法人墓地 妙光寺墓地 西品川1-6-26 1954/3/27 1954
40 法人墓地 妙光寺墓地 西品川1-6-26 1956/10/8 1956
41 法人墓地 妙光寺墓地 西品川1-6-26 1954/3/27 1954
42 法人墓地 善福寺墓地 北品川1-28-9 1954/3/27 1954
43 法人墓地 法禅寺墓地 北品川2-2-14 不明
44 法人墓地 正徳寺墓地 北品川2-9-26 1954/3/27 1954
45 法人墓地 本照寺墓地 北品川2-20-14 1961/2/17 1961
46 法人墓地 高源院墓地 北品川3-7-15 1969/8/5 1969
47 法人墓地 清徳寺墓地 北品川3-7-22 1954/3/27 1954
48 法人墓地 東海寺墓地 北品川3-11-9 1952/3/27 1952 東海禅寺墓地
49 法人墓地 東海寺墓地 北品川3-11-9 不明 東海禅寺墓地
50 法人墓地 東海寺墓地 北品川3-11-9 1954/3/27 1954 東海禅寺墓地
51 法人墓地 東海寺墓地 北品川3-11-9 1954/3/27 1954 東海禅寺墓地
52 法人墓地 春雨寺墓地 北品川4-11-8 1954/3/27 1954
53 法人墓地 観音寺墓地 大崎3-8-12 1954/3/27 1954
54 法人墓地 観音寺墓地 大崎3-8-12 1954/3/27 1954
55 法人墓地 観音寺墓地 大崎3-8-12 1954/4/26 1954
56 法人墓地 西光寺墓地 大井4-22-16 1954/9/2 1954
57 法人墓地 西光寺墓地 大井4-22-16 1954/9/2 1954
58 法人墓地 西光寺墓地 大井4-22-16 1954/9/7 1954
59 法人墓地 光福寺墓地 大井6-9-17 1954/9/2 1954
60 法人墓地 来迎院墓地 大井6-18-8 1956/3/25 1956
61 法人墓地 来迎院墓地 大井6-18-8 1956/3/25 1956
62 法人墓地 嶺雲寺墓地 東大井2-15-10 1956/2/28 1956
63 法人墓地 嶺雲寺墓地 東大井2-15-10 1956/2/28 1956 事業型 品川はなぞの霊330（1800） 180
64 法人墓地 来福寺墓地 東大井3-13-1 1961/12/1 1961
65 法人墓地 来福寺墓地 東大井3-13-1 1954/9/2 1954
66 法人墓地 泊舶寺墓地 東大井4-5-2 1954/3/27 1954
67 法人墓地 養玉院墓地 西大井5-22-25 1954/9/2 1954
68 個人専用 伊藤博文墓地 西大井6-10-18 1987/9/26 1987
69 法人墓地 宝塔寺墓地 東五反田1-2-29 1954/3/27 1954
70 法人墓地 本立寺墓地 東五反田3-6-17 1952/11/26 1952
71 法人墓地 寿昌寺墓地 東五反田3-8-11 1954/3/27 1954
72 法人墓地 了真寺墓地 東五反田4-7-21 1954/3/27 1954
73 法人墓地 徳蔵寺墓地 西五反田3-5-15 1954/4/26 1954
74 法人墓地 徳蔵寺墓地 東五反田3-5-15 1954/3/27 1954
75 法人墓地 安養院墓地 東五反田4-12-1 宗教法人安養院 1954/3/27 1954 事業型 山の手浄苑 1685.5（16855 890
76 法人墓地 安楽寺墓地 東五反田5-6-8 1954/3/27 1954
77 法人墓地 安楽寺墓地 東五反田5-6-8 1954/3/27 1954
78 法人墓地 妙円寺墓地 上大崎1-3-5 1954/9/2 1954 妙圓寺墓地
79 法人墓地 光取寺墓地 上大崎1-5-10 1954/3/27 1954
80 法人墓地 清岸寺墓地 上大崎1-5-15 1954/3/27 1954
81 法人墓地 清岸寺墓地 上大崎1-5-15 1954/3/27 1954
82 法人墓地 清岸寺墓地 上大崎1-5-15 1954/6/28 1954
83 法人墓地 宝蔵寺墓地 上大崎1-5-24 1954/3/27 1954
84 法人墓地 戒法寺墓地 上大崎1-9-11 1954/3/27 1954
85 法人墓地 隆崇院墓地 上大崎1-9-24 1954/3/27 1954
86 法人墓地 常光寺墓地 上大崎1-10-30 1954/3/27 1954
87 法人墓地 常光寺墓地 上大崎1-10-30 1954/3/27 1954
88 法人墓地 常光寺墓地 上大崎1-10-30 1954/4/26 1954
89 法人墓地 本願寺墓地 上大崎1-10-32 1954/3/27 1954
90 法人墓地 本願寺墓地 上大崎1-10-32 1954/3/27 1954
91 法人墓地 最上寺墓地 上大崎1-10-37 1954/3/27 1954
92 法人墓地 最上寺墓地 上大崎1-10-37 1954/3/27 1954
93 法人墓地 高福院墓地 上大崎2-13-36 1954/3/27 1954
94 法人墓地 高福院墓地 上大崎2-13-36 1954/3/27 1954
95 法人墓地 安楽時管理墓地 小山台1-32-9 1896/1/2 1896
96 法人墓地 宗教法人桐ヶ谷寺 小山1-4-8 1955/4/22 1955
97 法人墓地 長慶時墓地 小山1-4-15 1953/1/26 1953 長慶寺墓地
98 法人墓地 長慶時 小山1-4-15 1953/1/26 1953 長慶寺
99 法人墓地 長慶時墓地 小山1-4-15 1953/1/26 1953 長慶寺墓地



100 法人墓地 長慶時墓地 小山1-4-15 1953/1/26 1953 長慶寺墓地
101 法人墓地 朗惺寺 小山3-21-6 1953/1/26 1953
102 法人墓地 霊源寺墓地 荏原1-1-2 1954/3/27 1954
103 法人墓地 専修寺墓地 荏原1-1-14 不明
104 法人墓地 浄土寺墓地 荏原1-1-20 1953/3/22 1953
105 法人墓地 摩耶寺墓地 荏原7-4-9 1953/2/16 1953
106 法人墓地 摩耶寺墓地 荏原7-4-9 1953/2/16 1953
107 法人墓地 摩耶寺墓地 荏原7-4-9 1953/2/16 1953
108 法人墓地 摩耶寺墓地 荏原7-6-9 1953/2/16 1953
109 法人墓地 摩耶寺墓地 荏原7-6-9 1953/2/16 1953
110 法人墓地 法蓮寺墓地 中延4-7-8 1953/1/14 1953
111 法人墓地 法蓮寺 中延4-15-16 1953/1/14 1953
112 法人墓地 法蓮寺墓地 旗の台1-1-29 1953/1/14 1953
113 法人墓地 法蓮寺 旗の台3-6-18 1953/1/14 1953
114 法人墓地 行慶寺墓地 戸越2-6-31 1953/2/16 1953
115 法人墓地 東光寺墓地 二葉1-14-16 1953/10/6 1953
116 個人共用 林　山崎共同墓地 小山台1-15-5 1953/7/10 1953
117 個人共用 三谷墓地 小山台5-8-4 1955/8/5 1955
118 納骨堂 蓮長寺納骨堂 南品川1-10-18 1933/9/1 1933
119 納骨堂 願行寺納骨堂 南品川2-1-12 1937/11/4 1937
120 納骨堂 心海寺納骨堂 南品川2-9-5 不明
121 納骨堂 納骨供養塔 南品川4-2-8 1986/5/24 1986
122 納骨堂 天龍寺納骨堂 南品川4-2-17 1934/7/9 1934 天竜禅寺納骨堂
123 納骨堂 妙光寺納骨堂 西品川1-6-26 1962/5/29 1962
124 納骨堂 法禅寺納骨堂 北品川2-2-14 1935/8/14 1935
125 納骨堂 西光寺納骨堂 大井4-22-16 1929/9/20 1929
126 納骨堂 養玉院納骨堂 西大井5-22-25 1922/12/29 1922
127 納骨堂 了真寺納骨堂 東五反田4-7-21 1913/1/1 1913
128 納骨堂 カトリック目黒教会 上大崎4-6-22 2001/8/27 2001 聖アンセルモ目黒カトリック教会
129 納骨堂 法蓮寺納骨堂 旗の台3-6-18 2002/7/29 2002
130 納骨堂 還来寺納骨堂 戸越3-5-3 1953/12/18 1953
131 納骨堂 覚證寺納骨堂 戸越6-2-3 1987/3/13 1987
132 納骨堂 照明寺納骨堂 戸越6-13-11 1999/3/10 1999
133 納骨堂 天台宗城南教会納骨堂 戸越6-21-11 1993/6/1 1993



目黒区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 聖徳寺墓地 駒場1-34-2 宗教法人聖徳寺 1981/9/21,1986/1 1981 寺院型 288.81
2 法人墓地 壽福寺 上目黒5-16-6 加藤良雄 寺院型 1596.69
3 法人墓地 宗教法人壽福寺 上目黒5-12- △ 宗教法人壽福寺 1956/12/14,1956/ 1956 寺院型 1686.716
4 法人墓地 正覺寺 中目黒3-1-6 中目黒3-1- 宗教法人正覺寺 1956/2/28 1956 寺院型 2885.95
5 法人墓地 長泉院墓地 中目黒4-12-19 宗教法人長泉寺 1959/6/26 1959 寺院型 5890
6 法人墓地 永隆寺 中目黒5-7-21 目黒3-21 川上充明・宗教法人 1956/10/9 1956 寺院型 366.48
7 法人墓地 祐天寺 中目黒5-22- 中目黒5-23-,5-24- 巌谷勝雄・宗教法人 1956/2/28 1956 寺院型 6601.66
8 法人墓地 浄桂院 中目黒5-24-48 伊藤俊明 寺院型 358.678
9 法人墓地 実相寺 中目黒5-6-13 宗教法人実相寺 1956/2/28 1956 寺院型 442.975
10 法人墓地 宗教法人大円寺 下目黒1-8-5 宗教法人大円寺 1958/9/13 1958 寺院型 687.6
11 法人墓地 海福寺 下目黒3-20-9 宗教法人海福寺 1956/8/7 1956 寺院型 581.82
12 法人墓地 滝泉寺 下目黒3-20- 下目黒5-37-9 宗教法人滝泉寺 1956/2/28 1956 寺院型 3781.82
13 法人墓地 成就院墓地 下目黒3-10-26 宗教法人成就院 1956/12/26,1998/ 1956 寺院型 539.29
14 法人墓地 大聖院 下目黒3-1-3 宗教法人大聖院 1970/5/19,1995/3 1970 寺院型 698.36
15 法人墓地 蟠龍寺 下目黒3-4-4 宗教法人蟠龍寺 1960/1/23 1960 寺院型 1646.277
16 法人墓地 安養院墓地 下目黒3-12- 下目黒3-13- 宗教法人安養院 1994/5/9～2004/1 1994 事業型 安養院墓地(山の手 840.18
17 法人墓地 妙見寺墓地 五本木2-28-17 宗教法人妙見寺 2000/8/3 2000 寺院型 674.335
18 法人墓地 正泉寺 碑文谷1-8-4 宗教法人正泉寺 1956/2/28 1956 寺院型 932.232
19 法人墓地 圓融寺 碑文谷1-22-22 宗教法人圓融寺 1956/2/28 1956 寺院型 3798.35
20 法人墓地 立源寺 中根2-21-17 宗教法人立源寺 寺院型 2251.24
21 法人墓地 常園寺 八雲1-2-10 宗教法人常園寺 寺院型 1328.93
22 法人墓地 金蔵院 八雲2-4-26 宗教法人金蔵寺 1957/10/15,1984/ 1957 寺院型 3865.89
23 法人墓地 東光寺墓地 八雲1-9-11 宗教法人東光寺 1959/12/18 1959 寺院型 3398.02
24 納骨堂 崇敬殿 上目黒3-44-6 宗教法人西照寺 1956/10/8 1956 寺院型 9 80
25 納骨堂 目黒霊廟 下目黒3-20-11 宗教法人羅漢寺 1981/4/30 1981 事業型 2436.43 2239
26 納骨堂 日本聖公会東京教区聖パウ 五本木2-20-1 日本聖公会東京教区 1974/6/7 1974 寺院型 14.4 21
27 納骨堂 目黒サレジオ教会納骨堂 碑文谷1-1-3 カトリックサレジオ 1998/7/6 1998 寺院型 206.05 940
28 個人専用 宗家墓地 目黒3-13-20 1966/7/12 1966 個人 0.82
29 個人共用 碑文谷共有墓地 碑文谷4-11-19 1960/9/26 1960 個人 1649.59
30 個人共用 中根町共有墓地 中根2-21- 1963/7/10 1963 個人 803.31



世田谷区業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積
1 法人墓地 即法寺 赤堤3-22-4 即法寺 2003/7/3 2003 事業型 霊園 赤堤の里
2 法人墓地 西福寺 赤堤3-28-29 西福寺 1954/5/24 1954 寺院型
3 法人墓地 常光寺 宇奈根2-21-2 常光寺 1954/5/11 1954 寺院型
4 法人墓地 観音寺 宇奈根2-24-2 観音寺 1956/1/11 1956 寺院型
5 納骨堂 別院満足院浄光殿 梅丘1-54-1 △ 別院満足院 1989/4/19 1989 寺院型
6 法人墓地 円光寺 大蔵2-2-1 △ 円光寺 1954/5/11 1954 寺院型
7 法人墓地 妙法寺 大蔵5-12-3 妙法寺 1954/12/20 1954 寺院型
8 納骨堂 妙法寺納骨堂 大蔵5-12-3 妙法寺 1994/7/20 1994 寺院型
9 法人墓地 永安寺 大蔵6-4-1 永安寺 1954/8/24 1954 寺院型
10 法人墓地 大原斎場 大原2-29-24 大原斎場 1965/12/7 1965 寺院型
11 法人墓地 長円寺 岡本1-20-1 長円寺 1954/9/15 1954 寺院型 長圓寺
12 法人墓地 大音寺 奥沢1-18-3 大音寺 1952/9/9 1952 寺院型
13 納骨堂 源照寺平成霊廟 奥沢3-27-6 源照寺 1989/9/22 1989 寺院型
14 法人墓地 究竟寺 奥沢7-13-21 究竟寺 1950/8/17 1950 寺院型
15 法人墓地 浄眞寺 奥沢7-41-3 淨眞寺 1952/12/24 1952 寺院型 浄真寺
16 法人墓地 傳乗寺 尾山台2-10-3 傳乗寺 1952/8/4 1952 寺院型
17 法人墓地 吉祥院 鎌田4-11-18 吉祥院 1952/12/26 1952 寺院型
18 法人墓地 宗円寺 上馬3-6-8 宗円寺 1954/5/6 1954 寺院型 宗圓寺
19 法人墓地 長徳寺 上北沢1-3-17 長徳寺 1956/3/30 1956 寺院型
20 法人墓地 安穏寺 上祖師谷2-3-6 安隠寺 1953/7/4 1953 寺院型
21 法人墓地 覚頼寺 上野毛2-15-15 覚頼寺 1952/11/18 1952 寺院型
22 法人墓地 善宗寺 上野毛4-25-7 善宗寺 1952/12/16 1952 寺院型
23 納骨堂 善宗寺納骨堂 上野毛4-25-7 善宗寺 1995/1/23 1995 寺院型
24 法人墓地 西蓮寺 北烏山2-7-1 西蓮寺 1954/2/11 1954 寺院型
25 法人墓地 常福寺 北烏山2-8-1 常福寺 1954/2/11 1954 寺院型
26 法人墓地 順正寺 北烏山4-5-1 順正寺 1954/2/11 1954 寺院型
27 法人墓地 妙揚寺 北烏山4-9-1 妙揚寺 1954/2/11 1954 寺院型
28 法人墓地 源良院 北烏山4-10-1 源良院 1954/2/11 1954 寺院型
29 法人墓地 多聞院 北烏山4-12-1 多聞院 1954/2/11 1954 寺院型
30 法人墓地 常栄寺 北烏山4-13-1 常栄寺 1954/2/11 1954 寺院型
31 法人墓地 源正寺 北烏山4-14-1 源正寺 1954/2/11 1954 寺院型
32 法人墓地 存明寺 北烏山4-15-1 存明寺 1954/2/11 1954 寺院型
33 法人墓地 妙祐寺 北烏山4-16-1 妙祐寺 1954/2/11 1954 寺院型
34 法人墓地 永隆寺 北烏山4-17-1 永隆寺 1954/2/11 1954 寺院型
35 法人墓地 玄照寺 北烏山4-21-1 玄照寺 1954/2/11 1954 寺院型
36 法人墓地 専光寺 北烏山4-28-1 専光寺 1954/2/11 1954 寺院型
37 法人墓地 永願寺 北烏山4-29-1 永願寺 1954/2/11 1954 寺院型
38 法人墓地 高源院 北烏山4-30-1 高源院 1978/3/15 1978 寺院型
39 法人墓地 入楽寺 北烏山5-7-1 入楽寺 1954/2/11 1954 寺院型
40 法人墓地 乗満寺 北烏山5-7-1 乗満寺 1954/2/11 1954 寺院型
41 法人墓地 幸龍寺 北烏山5-8-1 幸龍寺 1954/2/11 1954 寺院型
42 法人墓地 穪往院 北烏山5-9-1 穪往院 1954/2/11 1954 寺院型 称往院
43 法人墓地 妙髙寺 北烏山5-10-1 妙髙寺 1954/2/11 1954 寺院型
44 法人墓地 浄因寺 北烏山5-11-1 浄因寺 1954/2/11 1954 寺院型
45 法人墓地 妙善寺 北烏山5-12-1 妙善寺 1954/2/11 1954 寺院型
46 法人墓地 万福寺 北烏山5-13-1 万福寺 1954/2/11 1954 寺院型 萬福寺
47 法人墓地 善行寺 北烏山5-14-1 善行寺 1954/2/11 1954 寺院型
48 法人墓地 妙壽寺 北烏山5-15-1 妙壽寺 1954/2/11 1954 寺院型
49 法人墓地 妙髙寺 北烏山6-23-1 妙髙寺 1954/2/11 1954 寺院型 妙高寺
50 納骨堂 光母寺納骨堂 北烏山8-5-4 光母寺 1976/12/7 寺院型
51 法人墓地 慶元寺 喜多見4-17-1 慶元寺 寺院型
52 法人墓地 宝寿院 喜多見5-13-10 宝寿院 寺院型
53 法人墓地 知行院 喜多見5-19-2 知行院 1954/6/15 1954 寺院型
54 法人墓地 實相寺 砧2-10-11 實相寺 1954/5/11 1954 寺院型
55 法人墓地 福昌寺 経堂1-22-1 副昌寺 1954/5/6 1954 寺院型
56 納骨堂 福昌寺納骨堂 経堂1-22-1 副昌寺 1957/3/8 1957 寺院型
57 法人墓地 善性寺 豪徳寺1-55-23 善性寺 1954/5/6 1954 寺院型
58 法人墓地 豪徳寺 豪徳寺2-24-7 豪徳寺 1954/5/6 1954 寺院型
59 納骨堂 豪徳寺納骨堂 豪徳寺2-24-7 豪徳寺 1992/2/6 1992 寺院型
60 法人墓地 勝光院 桜1-26-35 勝光院 1954 1954 寺院型
61 納骨堂 天理教東世分教会納骨桜丘2-6-3 天理教東世分教会 1980/12/5 1980 寺院型
62 法人墓地 久成院 桜丘4-13-4 久成院 1954/5/24 1954 寺院型
63 法人墓地 密蔵院 桜上水2-24-6 密蔵院 1954 1954 寺院型
64 法人墓地 正蓮寺 三軒茶屋1-10-11 正蓮寺 1954/5/24 1954 寺院型
65 法人墓地 西澄寺 下馬2-11-6 西澄寺 1954/5/6 1954 寺院型
66 納骨堂 西澄寺 下馬2-11-6 西澄寺 寺院型
67 法人墓地 善養院 新町2-5-12 善養院 寺院型
68 納骨堂 善養院納骨堂 新町2-5-12 善養院 1958/10/3 1958 寺院型
69 法人墓地 行善寺 瀬田1-12-23 行善寺 1952/8/1 1952 寺院型
70 法人墓地 法徳寺 瀬田1-7-7 法徳寺 1952/8/4 1952 寺院型
71 法人墓地 慈眼寺富士見霊園 瀬田4-10-3 慈眼寺 1952/12/15 1952 寺院型
72 法人墓地 玉川寺 瀬田4-12-4 玉川寺 1952/12/15 1952 寺院型
73 納骨堂 大空閣寺中宮殿 瀬田4-21-15 全空閣寺 1992/3/27 1992 寺院型
74 法人墓地 浄光寺 世田谷1-38-20 浄光寺 1952/6/30 1952 寺院型
75 法人墓地 大吉寺 世田谷4-7-9 大吉寺 1954/5/6 1954 寺院型
76 納骨堂 大吉寺 世田谷4-7-9 大吉寺 寺院型
77 法人墓地 圓光院 世田谷4-7-12 圓光院 1954/5/6 1954 寺院型
78 法人墓地 勝國寺 世田谷4-27-4 勝國寺 1954/5/6 1954 寺院型
79 法人墓地 圓泉寺 太子堂3-30-8 圓泉寺 1954/5/6 1954 寺院型
80 法人墓地 教学院 太子堂4-15-1 教学院 1954/5/6 1954 寺院型
81 法人墓地 圓乗院 代田2-17-3 圓乗院 1954 1954 寺院型
82 法人墓地 森巖寺 代沢3-7-12 森巖寺 1954/5/6 1954 寺院型
83 法人墓地 東覚院 千歳台4-11-11 東覚院 1954/10/6 1954 寺院型
84 法人墓地 常在寺 弦巻1-34-17 常在寺 1954/5/24 1954 寺院型
85 法人墓地 實相院 弦巻3-29-6 實相院 1954/5/24 1954 寺院型
86 法人墓地 満願寺 等々力3-15-1 満願寺 1952/11/18 1952 寺院型
87 法人墓地 専淨寺 等々力6-7-10 専淨寺 1947/7/29 1947 寺院型
88 法人墓地 金剛寺 中町2-20-11 金剛寺 1952/11/18 1952 寺院型
89 法人墓地 善養寺 野毛2-7-11 善養寺 1949/9/21 1949 寺院型
90 法人墓地 龍雲寺 野沢3-38-1 龍雲寺 1949/8/3 1949 寺院型
91 法人墓地 医王寺 深沢6-14-2 医王寺 1952/11/27 1952 寺院型
92 法人墓地 宝性寺 船橋4-39-32 宝性寺 1953/8/7 1953 寺院型
93 法人墓地 妙楽寺 松原3-27-27 妙楽寺 2000/10/16 2000 寺院型
94 納骨堂 自然の光り霊廟 松原3-27-27 妙楽寺 2000/12/25 2000 事業型
95 法人墓地 延重寺 松原5-43-5 延重寺 1954/5/6 1954 寺院型
96 法人墓地 正法寺 松原5-43-30 正法寺 1954/5/6 1954 寺院型 寺院拡張 浄土真宗本願寺派正法寺
97 法人墓地 勝林寺 松原5-43-8 勝林寺 1954/5/6 1954 寺院型
98 法人墓地 常念寺 松原5-46-8 常念寺 1954/5/6 1954 寺院型
99 法人墓地 淨徳寺 松原5-46-11 淨徳寺 1954/5/6 1954 寺院型 浄徳寺



100 法人墓地 医王寺 南烏山2-427 医王寺 1992/2/26 1992 寺院型
101 法人墓地 せたがや浄苑 宮坂2-1 念空寺 1997/6/3 1997 事業型
102 法人墓地 乗泉寺 宮坂2-1-5 乗泉寺 寺院型
103 納骨堂 乗泉寺納骨堂 宮坂2-1-5 乗泉寺 寺院型
104 法人墓地 常徳院 宮坂2-1-11 常徳院 1954/5/6 1954 寺院型
105 法人墓地 成勝寺 宮坂2-24-5 成勝寺 寺院型
106 納骨堂 成勝寺納骨堂 宮坂2-24-5 成勝寺 寺院型
107 法人墓地 眞福寺 用賀4-14-4 眞福寺 1952/11/27 1952 寺院型 真福寺
108 法人墓地 無量寺 用賀4-20-1 無量寺 1952/12/16 1952 寺院型
109 法人墓地 松陰霊園 若林4-35-1 松陰神社 事業型 松陰霊園
110 納骨堂 松陰霊園祟祖殿（納骨若林4-35-1 松陰神社 2004/9/14 2004 事業型 松陰霊園祟祖殿



渋谷区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 台雲寺 恵比寿1-18 宗教法人台雲寺
2 法人墓地 法雲寺 広尾1-1-18 宗教法人法雲寺
3 法人墓地 東北寺 広尾2-5 宗教法人東北寺
4 法人墓地 祥雲寺 広尾5-1 祥雲寺 1965/9/21 1965
5 法人墓地 上宮寺 広尾5-2 上宮寺 1983/11/24 1983
6 法人墓地 宝泉寺 東2-6-16 宝泉寺
7 法人墓地 室泉寺 東3-8 室泉寺 1965/3/17 1965
8 法人墓地 福昌寺 東3-10 福昌寺
9 法人墓地 清流寺 東3-22-12 清流寺 1985/7/10 1985

10 法人墓地 吸江寺 東4-10 吸江寺
11 法人墓地 泉明寺 恵比寿南2-12 泉明寺
12 法人墓地 松泉寺 恵比寿南2-18 松泉寺
13 法人墓地 東福寺 渋谷3-10 東福寺
14 法人墓地 諦聴寺 代々木3-26 諦聴寺
15 法人墓地 正春寺 代々木3-27 正春寺
16 法人墓地 福泉寺 代々木5-2 福泉寺
17 法人墓地 荘巖寺 本町2-44 荘巖寺
18 法人墓地 清岸寺 幡ヶ谷2-36 清岸寺
19 法人墓地 聖輪寺 千駄ヶ谷1-13 聖輪寺
20 法人墓地 仙寿院 千駄ヶ谷2-24 仙寿院
21 法人墓地 瑞圓寺 千駄ヶ谷2-35 瑞圓寺
22 法人墓地 延命寺 千駄ヶ谷3-56 延命寺
23 法人墓地 龍巖寺 神宮前2-3 龍巖寺
24 法人墓地 慈光寺 神宮前2-3-25 慈光寺
25 法人墓地 長安寺 神宮前3-8 長安寺
26 法人墓地 妙圓寺 神宮前3-8 妙圓寺
27 法人墓地 長泉寺 神宮前6-25 長泉寺 事業型 長泉寺
28 納骨堂 上宮寺納骨堂 広尾5-2-4 上宮寺 1986/8/6 1986
29 納骨堂 福昌寺納骨堂 東3-10-13 宗教法人福昌寺 1999/3/30 1999
30 納骨堂 清流寺納骨堂 東3-22-12 宗教法人清流寺 1980/6/19 1980
31 納骨堂 室泉寺霊宝塔 東3-31-1 宗教法人室泉寺 1995/3/24 1995
32 納骨堂 諦聴寺納骨堂 代々木3-26-1 宗教法人諦聴寺 1987/1/30 1987
33 納骨堂 代々木公園大日寺供養 代々木5-5-4 大日寺 1996/4/22 1996
34 納骨堂 カトリック初台教会納 代々木5-16-1 宗教法人カトリック・レデ 2002/6/7 2002
35 納骨堂 応慶寺納骨堂 元代々木町0-24-3 宗教法人応慶寺 1994/5/23 1994 事業型 慶應寺霊廟
36 納骨堂 天理教東中央大教会 神宮前5-14-2 宗教法人天理教東中央大教 1956/6/4 1956



中野区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 宝仙寺墓地 中央2-33-3 宝仙寺 1954/5/4 1954 寺院型 9419
2 法人墓地 寳福寺 南台3-43-2 寳福寺 1950/6/22 1950 寺院型 宝福寺 1041
3 法人墓地 正蔵院墓地 弥生町4-12-1 正蔵院 1956/2/10 1956 寺院型 620
4 法人墓地 成願寺 本町2-26-6 成願寺 1956/2/10 1956 寺院型 3718
5 法人墓地 福寿院墓地 本町3-12-9 福寿院 1956/2/10 1956 寺院型 1487
6 法人墓地 天徳院 上高田1-31-4 天徳院 1956/2/10 1956 寺院型 496
7 法人墓地 保善寺 上高田1-31-2 保善寺 1956/2/10 1956 寺院型 1983
8 法人墓地 宗清寺 上高田1-27-6 宗清寺 1956/3/8 1956 寺院型 宗清禪寺 868
9 法人墓地 龍昌寺 中野6-3-7 龍昌寺 1956/3/8 1956 寺院型 872

10 法人墓地 松源寺 上高田1-27-3 松源寺 1956/2/10 1956 寺院型 1239
11 法人墓地 龍興寺 上高田1-2-12 龍興寺 1956/3/8 1956 寺院型 龍興禪寺 808
12 法人墓地 高徳寺 上高田1-2-9 高徳寺 1956/2/10 1956 寺院型 1487
13 法人墓地 宗教法人正見寺 上高田1-1-10 正見寺 1956/2/10 1956 寺院型 893
14 法人墓地 青原寺 上高田1-2-3 青原寺 1956/2/10 1956 寺院型 1983
15 法人墓地 養國寺墓地 上高田4-11-9 養國寺 1958/11/8 1958 寺院型 396
16 法人墓地 境妙寺墓地 上高田4-9-3 境妙寺 1956/3/8 1956 寺院型 743
17 法人墓地 自證院 上高田4-12-1 自證院 寺院型 1736
18 法人墓地 安禅寺 上高田4-12-3 安禅寺 寺院型 372
19 法人墓地 神足寺 上高田4-11-1 上高田4-4-5 神足寺 1956/2/10 1956 寺院型 1487
20 法人墓地 金剛寺墓地 上高田4-9-8 金剛寺 1956/3/8 1956 寺院型 1049
21 法人墓地 願正寺墓地 上高田4-10-1 願正寺 1955/5/27 1955 寺院型 1239
22 法人墓地 宗教法人宝泉寺墓地 上高田4-13-1 宝泉寺 1956/2/10 1956 事業型 霊園 宝泉寺 落合墓苑 2231(563.76) 409
23 法人墓地 梅照院墓地 新井5-3-5 梅照院 1956/2/10 1956 寺院型 860
24 個人専用 三井家墓地 上高田5-16-1 三井八郎右衛門 1984/11/5 1984 寺院型 1983
25 法人墓地 蓮華寺墓地 大和町4-37-15 泉光山蓮華寺 1956/3/8 1956 寺院型 2479
26 法人墓地 東光寺墓地 上高田5-21-5 東光寺 1956/2/10 1956 寺院型 2372
27 法人墓地 光徳院墓地 上高田5-18-3 光徳院 1956/2/10 1956 寺院型 1562
28 法人墓地 慈眼寺 中央3-33-3 慈眼寺 1956/2/10 1956 寺院型 1239
29 法人墓地 禅定院墓地 沼袋2-28-2 禅定院 1956/2/13 1956 寺院型 1983
30 法人墓地 東福寺墓地 江古田3-9-15 東福寺 1956/2/10 1956 寺院型 東副寺墓地 2479
31 法人墓地 浄土宗貞源寺 沼袋2-19-28 貞源寺 1956/3/8 1956 寺院型 818
32 法人墓地 宗教法人正法寺 沼袋2-19-26 正法寺 1956/3/8 1956 寺院型 496
33 法人墓地 明治寺 沼袋2-28-20 明治寺 寺院型 750
34 法人墓地 久成寺墓地 沼袋2-28-30 久成寺 1955/4/12 1955 寺院型 1239
35 法人墓地 實相院墓地 沼袋4-1-1 實相院 1956/2/10 1956 寺院型 実相院墓地 1487
36 法人墓地 清谷寺墓地 沼袋3-21-7 清谷寺 1956/3/8 1956 寺院型 793
37 法人墓地 蓮華寺墓地 江古田1-6-4 蓮華寺 1956/3/8 1956 寺院型 2118
38 法人墓地 仙蔵院墓地 若宮3-21-4 仙蔵院 1956/3/8 1956 寺院型 248
39 法人墓地 福蔵院墓地 白鷺1-31-5 福蔵院 1956/3/8 1956 寺院型 3353
40 法人墓地 萬昌院功運寺墓地 上高田4-14-1 萬昌院功運寺 1956/3/8 1956 寺院型 2876
41 法人墓地 密蔵院墓地 沼袋2-33-4 密蔵院 1956/3/8 1956 寺院型 1239
42 納骨堂 宗教法人霊妙寺納骨堂本町2-6-9 霊妙寺 1996/9/5 1996 寺院型 429.8
43 納骨堂 百観音多宝塔 沼袋2-28-20 明治寺 1994/4/25 1994 寺院型

44 法人墓地 大信寺墓地 上高田1-27 寺院型



杉並区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 個人共用 善福寺墓地（清浄会） 善福寺4-3 善福寺墓地（清浄会） 1984/1/4 1984 個人
2 法人墓地 善福寺墓地 善福寺4-3 善福寺 1949/1/11 1949 寺院型
3 法人墓地 観泉寺墓地 今川2-16 観泉寺 1930/11/20 1930 寺院型
4 法人墓地 観泉寺墓地（薬王院） 桃井2-4 観泉寺 1955/4/23 1955 寺院型
5 納骨堂 佛乗寺納骨堂 西荻北2-29-12 佛乗寺 1996/11/22 1996 寺院型
6 法人墓地 光明院墓地1 上荻2-1-3 光明院 1913/5/1 1913 寺院型
7 法人墓地 光明院墓地2 南荻窪4-45 光明院 1913/5/1 1913 寺院型
8 法人墓地 等正寺墓地 清水3-1 等正寺 1930/5/25 1930 寺院型
9 法人墓地 妙正寺墓地1 清水3-5-10 妙正寺 1954/10/1 1954 寺院型
10 法人墓地 妙正寺墓地2 清水3-12 妙正寺 1957/3/27 1957 寺院型
11 法人墓地 蓮化寺墓地 本天沼2-17-8 蓮化寺 1950/12/2 1950 寺院型
12 法人墓地 宗教法人　世尊院 阿佐ヶ谷北1-26 世尊院 1954/8/27 1954 寺院型
13 納骨堂 宗教法人世尊院納骨堂 阿佐ヶ谷北1-26-2 世尊院 1984/11/5 1984 寺院型
14 個人共用 法仙庵 阿佐ヶ谷北2-38-22 伊藤道仙 1997/9/4 1997 個人
15 個人共用 福泉寺跡共用墓地 高円寺北4-8 浅賀千代乃 1982/12/7 1982 個人
16 法人墓地 宗教法人西照寺 高円寺南2-29-3 西照寺 1954/8/27 1954 寺院型
17 法人墓地 宗教法人　松応寺 高円寺南2-30-1 松応寺 1954/8/27 1954 寺院型 宗教法人　松應寺
18 法人墓地 宗教法人　宗泰寺 高円寺南2-31-5 宗泰寺 1954/8/27 1954 寺院型
19 法人墓地 宗教法人　長龍寺 高円寺南2-31-2 長龍寺 1954/9/18 1954 寺院型
20 法人墓地 宗教法人　鳳林寺 高円寺南2-39-1 鳳林寺 1954/9/18 1954 寺院型
21 法人墓地 宗教法人　鳳林寺 高円寺南2-39-1 鳳林寺 1955/4/6 1955 寺院型
22 法人墓地 宗教法人　福寿院 高円寺南2-40-50 福寿院 1954/8/27 1954 寺院型
23 法人墓地 宗教法人　長善寺 高円寺南2-40-50 長善寺 1954/8/27 1954 寺院型
24 法人墓地 宗教法人　長仙寺 高円寺南3-58-4 長仙寺 1954/6/15 1954 寺院型
25 法人墓地 宗教法人　高円寺 高円寺南4-18 高円寺 1955/4/6 1955 寺院型
26 法人墓地 宗教法人　高円寺 高円寺南4-34 高円寺 1955/4/6 1955 寺院型
27 法人墓地 宗教法人　長延寺 和田1-44-14 長延寺 1954/7/19 1954 寺院型
28 法人墓地 宗教法人　常仙寺 和田1-68-11 常仙寺 1954/7/22 1954 寺院型
29 法人墓地 宗教法人　常仙寺 和田1-44 常仙寺 1954/10/2 1954 寺院型
30 納骨堂 一乗宝塔 和田2-8-36 立正佼成会 2000/8/10 2000 寺院型
31 法人墓地 宗教法人　立法寺 和田2-16-13 立法寺 1954/4/15 1954 寺院型
32 法人墓地 宗教法人　東円寺 和田2-18-3 東円寺 1954/7/22 1954 寺院型
33 法人墓地 宗教法人　東円寺 和田2-18 東円寺 1954/10/2 1954 寺院型
34 法人墓地 宗教法人　東円寺 和田2-18 東円寺 1954/10/2 1954 寺院型 宗教法人　東圓寺
35 法人墓地 東運寺墓地 方南2-5-4 東運寺 1955/1/20 1955 寺院型
36 法人墓地 龍光寺墓地 和泉3-8-39 龍光寺 1955/2/1 1955 寺院型
37 法人墓地 龍光寺墓地 和泉2-17 龍光寺 1955/1/26 1955 寺院型
38 法人墓地 龍光寺墓地 和泉2-10 龍光寺 1955/1/26 1955 寺院型
39 法人墓地 大円寺墓地 和泉3-52-18 大円寺 1955/3/10 1955 寺院型 大圓寺墓地
40 法人墓地 大円寺墓地 和泉3-52 大円寺 1955/5/13 1955 寺院型
41 法人墓地 文殊院墓地 和泉4-18-17 文殊院 1954/12/2 1954 寺院型
42 法人墓地 宗教法人真峰庵墓地 堀ノ内1-7-40 真峰庵 1970/9/26 1970 寺院型 宗教法人真峯庵墓地
43 法人墓地 宗教法人　修行寺 堀ノ内3-43-27 修行寺 1954/6/15 1954 寺院型
44 法人墓地 宗教法人　本佛寺 堀ノ内3-48 本佛寺 1954/10/2 1954 寺院型
45 法人墓地 宗教法人　蓮光寺 堀ノ内3-48 蓮光寺 1954/7/19 1954 寺院型
46 法人墓地 蓮光寺墓地 堀ノ内3-48 1980/6/14 1980 寺院型
47 法人墓地 宗教法人　妙法寺 堀ノ内3-48-8 妙法寺 1954/12/2 1954 寺院型
48 法人墓地 宗教法人　妙法寺 堀ノ内3-48 妙法寺 1955/4/12 1955 寺院型
49 法人墓地 宗教法人　福相寺 堀ノ内3-48-58 福相寺 1954/7/19 1954 寺院型
50 法人墓地 宗教法人　本佛寺 梅里1-1-12 本佛寺 1954/7/22 1954 寺院型
51 法人墓地 宗教法人　宗延寺 堀ノ内3-52-19 宗延寺 1954/7/19 1954 寺院型
52 法人墓地 宗教法人　華徳寺 松ノ木3-32-11 華徳寺 1954/7/19 1954 寺院型 宗教法人　華徳院
53 法人墓地 宗教法人　大法寺 松ノ木3-32 大法寺 1954/7/19 1954 寺院型
54 法人墓地 宗教法人　圓福寺 松ノ木3-32-14 圓福寺 1954/9/1 1954 寺院型
55 法人墓地 宗教法人　智光寺 松ノ木3-33-30 智光寺 1954/6/15 1954 寺院型
56 法人墓地 宗教法人　妙祝寺 梅里1-1-19 妙祝寺 1954/6/15 1954 寺院型
57 法人墓地 宗教法人　眞盛寺 梅里1-1-1 眞盛寺 1954/6/7 1954 寺院型 宗教法人　真盛寺
58 法人墓地 宗教法人　清徳寺 梅里1-4-23 清徳寺 1954/6/15 1954 寺院型
59 法人墓地 心月院墓地 梅里1-4-27 心月院 1959/4/24 1959 寺院型
60 法人墓地 宗教法人　西方寺 梅里1-4-56 西方寺 1954/6/15 1954 寺院型
61 法人墓地 慶安寺墓地 梅里1-4-24 慶安寺 1980/3/28 1980 寺院型
62 法人墓地 清見寺墓地 梅里2-11-17 清見寺 1959/9/25 1959 寺院型
63 法人墓地 吉祥院専用墓地 高井戸西1-5-44 吉祥院 1982/8/30 1982 寺院型
64 法人墓地 長泉寺墓地 上高井戸1-18-12 長泉寺 1954/12/2 1954 寺院型
65 納骨堂 長泉寺供養塔 上高井戸1-18-11 長泉寺 1978/2/10 1978 寺院型
66 法人墓地 慈宏寺 上高井戸1-27 慈宏寺 1955/1/26 1955 寺院型
67 法人墓地 医王寺墓地 上高井戸1-27-15 医王院 1964/6/22 1964 寺院型
68 法人墓地 医王寺墓地 上高井戸2-4 医王院 1964/6/22 1964 寺院型
69 法人墓地 法照寺墓地 永福1-6-11 法照寺 1954/9/16 1954 寺院型
70 法人墓地 託法寺墓地 永福1-6-6 託法寺 1954/10/1 1954 寺院型
71 法人墓地 善照寺墓地 永福1-6-8 善照寺 1954/10/1 1954 寺院型
72 法人墓地 浄見寺墓地 永福1-6-9 浄見寺 1954/10/1 1954 寺院型
73 法人墓地 栖岸院墓地 永福1-6-12 栖岸院 1954/9/29 1954 寺院型
74 法人墓地 永昌寺墓地 永福1-6-15 永昌寺 1955/2/1 1955 寺院型
75 法人墓地 真教寺墓地 永福1-7-79 真教寺 1955/1/20 1955 寺院型
76 法人墓地 真教寺墓地 永福1-7 真教寺 1955/8/5 1955 寺院型
77 法人墓地 本願寺築地別院和田堀□所 永福1-8-1 本願寺築地別院 1959/5/20 1959 寺院型 築地本願寺別院和田堀□所 
78 納骨堂 本願寺築地別院和田堀□所納永福1-8-1 本願寺築地別院 1995/8/8 1995 寺院型 築地本願寺別院和田堀□所納骨堂 
79 法人墓地 永福寺墓地 永福1-25-2 永福寺 1955/1/20 1955 寺院型
80 法人墓地 理性寺墓地 永福3-56 理性寺 1955/1/26 1955 寺院型
81 納骨堂 理性寺納骨堂 永福3-56-29 理性寺 1979/4/5 1979 寺院型
82 法人墓地 永昌寺墓地 下高井戸2-21 永昌寺 1955/2/1 1955 寺院型
83 法人墓地 龍泉寺墓地 下高井戸2-21-2 龍泉寺 1954/10/1 1954 寺院型
84 法人墓地 覚蔵寺墓地 下高井戸3-4-7 覚蔵寺 1955/4/15 1955 寺院型
85 法人墓地 宗源寺墓地 下高井戸4-2-3 宗源寺 1959/4/16 1959 寺院型
86 法人墓地 松林寺墓地 高井戸東3-34-2 松林寺 1955/2/1 1955 寺院型
87 法人墓地 松林寺墓地 高井戸東3-34-2 松林寺 1955/2/1 1955 寺院型
88 法人墓地 宗教法人　宝昌寺 成田東2-19 宝昌寺 1955/4/6 1955 寺院型
89 法人墓地 宗教法人　宝昌寺 成田東2-38 宝昌寺 1955/4/6 1955 寺院型
90 法人墓地 宗教法人　天桂寺 成田東4-17-14 天桂寺 1954/8/27 1954 寺院型
91 法人墓地 宗教法人　海曇寺 成田東4-18 海曇寺 1954/8/27 1954 寺院型
92 法人墓地 宝昌寺墓地１ 成田西3-3-30 宝昌寺 1955/4/6 1955 寺院型
93 法人墓地 松林寺墓地 成田西3-15 松林寺 1954/11/2 1954 寺院型
94 法人墓地 宝昌寺墓地 成田西4-13 宝昌寺 1954/9/18 1954 寺院型
95 法人墓地 中道寺墓地１ 荻窪2-25 中道寺 1955/2/1 1955 寺院型
96 法人墓地 中道寺墓地２ 荻窪2-25-1 中道寺 1955/2/1 1955 寺院型
97 法人墓地 願泉寺墓地 南荻窪3-31-23 願泉寺 1950/4/4 1950 寺院型
98 法人墓地 光明院墓地３ 南荻窪4-45 光明院 1955/5/13 1955 寺院型
99 法人墓地 慈宏寺墓地１ 宮前3-1-3 慈宏寺 1955/1/26 1955 寺院型
100 納骨堂 久遠堂 宮前3-1-3 慈宏寺 1980/6/6 1980 寺院型
101 法人墓地 慈宏寺墓地２ 宮前3-1-3 慈宏寺 1955/5/23 1955 寺院型



豊島区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ タイプ２ 名称 面積 区画
1 公営墓地 東京都染井霊園墓地 駒込5-5 東京都（染井霊 1973/11/26 1973 公営型 67910.73
2 法人墓地 法成寺墓地 駒込7-2 法成寺 1954/12/17 1954 寺院型 1072.5
3 法人墓地 専修院墓地 駒込7-2 専修院 1985/2/4 1985 寺院型 1288.89
4 法人墓地 勝林寺墓地 駒込7-4-14 勝林寺 1959/10/2 1959 寺院型 1980
5 法人墓地 蓮華寺墓地 駒込7-2-14 蓮華寺 1955/1/10 1955 寺院型 861.3
6 法人墓地 泰宗寺墓地 駒込7-886-1 泰宗寺 1954/12/17 1954 寺院型 2841.3
7 法人墓地 染井天理教墓地 駒込7-2 天理教東本大教 1989/2/8 1989 寺院型 1113.23
8 法人墓地 高岩寺墓地 巣鴨3-35-2 高岩寺 1954/8/25 1954 寺院型 837.6
9 法人墓地 眞性寺墓地 巣鴨3-21-21 眞性寺 1954/8/14 1954 寺院型 2658.81

10 法人墓地 本妙寺墓地 巣鴨5-35-6 本妙寺 1955/10/14 1955 寺院型 5187.6
11 法人墓地 慈眼寺墓地 巣鴨5-35-33 慈眼寺 1960/2/4 1960 寺院型 2488.2
12 法人墓地 摠禅寺墓地 巣鴨5-32-2 摠禅寺 2000/6/29 2000 寺院型 摠禅寺墓地 1182
13 法人墓地 法福寺墓地 巣鴨5-32-2 法福寺 1955/1/26 1955 寺院型 1244.1
14 法人墓地 功徳院東京別院巣鴨平 巣鴨5-35-38 巣鴨5-35-37 功徳院 1988/2/15 1988 事業型 すがも平和霊苑 853.63 800
15 法人墓地 善養寺墓地 西巣鴨4-343-2 善養寺 1954/12/17 1954 寺院型 2042.7
16 法人墓地 妙行寺墓地 西巣鴨4-8-28 妙行寺 1959/6/26 1959 寺院型 2488.1
17 法人墓地 良感寺墓地 西巣鴨4-8-22 良感寺 1954/12/17 1954 寺院型 1514.04
18 法人墓地 清巖寺墓地 西巣鴨4-8-24 清巖寺 1950/12/22 1950 寺院型 617.1
19 法人墓地 光感寺墓地 西巣鴨4-362 光感寺 寺院型 1151.7
20 法人墓地 西方寺墓地 西巣鴨4-8-43 西方寺 1954/12/16 1954 寺院型 1050
21 法人墓地 盛雲寺墓地 西巣鴨4-8-40 盛雲寺 1954/7/27 1954 寺院型 478.5
22 法人墓地 正法院墓地 西巣鴨4-8-1 正法院 1954/12/17 1954 寺院型 1285.02
23 法人墓地 東福寺墓地 南大塚1-26-10 東福寺 1954/8/7 1954 寺院型 1882.947
24 法人墓地 盛泰寺墓地 南池袋2-20-1 盛泰寺 1950/11/1 1950 寺院型 1756.722
25 法人墓地 仙行寺墓地 南池袋2-20-4 仙行寺 1950/11/1 1950 寺院型 759
26 法人墓地 常在寺墓地 南池袋2-20-7 常在寺 1996/2/7 1996 寺院型 929.88
27 法人墓地 妙典寺墓地 南池袋2-20-10 妙典寺 1954/7/10 1954 寺院型 858
28 法人墓地 本立寺墓地 南池袋2-20-37 本立寺 1967/4/28 1967 寺院型 2065.19
29 法人墓地 本教寺墓地 南池袋2-41-4 本教寺 1954/1/17 1954 寺院型 1791.9
30 法人墓地 法明寺墓地 南池袋3-18-18 法明寺 1954/12/4 1954 寺院型 1656.5
31 法人墓地 法明寺墓地 南池袋3-39 法明寺 1954/11/19 1954 寺院型 10101.3
32 法人墓地 賓城寺墓地 南池袋4-7-19 賓城寺 1955/1/17 1955 寺院型 798
33 公営墓地 東京都雑司ヶ谷霊園墓 南池袋4-25 東京都 1970/3/28 1970 公営型 106308
34 公営墓地 東京拘置所雑司ヶ谷墓 南池袋4-25 東京拘置所 1988/3/24 1988 公営型 419.175
35 法人墓地 清立院墓地 南池袋4-25-6 清立院 1992/10/7 1992 寺院型 428
36 法人墓地 功雲院墓地 池袋3-5-9 功雲院 2001/12/4 2001 寺院型 1804.4
37 法人墓地 祥雲寺墓地 池袋3-1-6 祥雲寺 1998/8/19 1998 寺院型 3994.59
38 法人墓地 洞運寺墓地 池袋3-5-30 洞運寺 1948/7/23 1948 寺院型 1295.86
39 法人墓地 妙経寺墓地 上池袋3-8-5 妙経寺 1991/9/11 1991 寺院型 156.27
40 法人墓地 重林寺墓地 池袋本町2-3-3 重林寺 1977/2/15 1977 寺院型 2031.41
41 法人墓地 西念寺墓地 池袋本町1-37-7 西念寺 1954/1/17 1954 寺院型 603.9
42 法人墓地 本浄寺墓地 雑司が谷1-1-51-18 本浄寺 1960/8/31 1960 寺院型 3919.69
43 法人墓地 本納寺墓地 雑司が谷3-19-14 本納寺 寺院型 343.2
44 法人墓地 金乗院墓地 高田2-12-39 金乗院 1970/12/16 1970 寺院型 2472.3
45 法人墓地 南蔵院墓地 高田1-19-16 南蔵院 1959/7/10 1959 寺院型 2162.688
46 法人墓地 金剛院墓地 南長崎1-9-2 金剛院 1956/9/18 1956 寺院型 320
47 法人墓地 金剛院墓地 長崎1-9-2 金剛院 1956/9/18 1956 寺院型 515
48 法人墓地 金剛院墓地 長崎1-9-2 金剛院 1996/3/12 1996 寺院型 2385
49 納骨堂 法道院納骨堂 南池袋1-13-16 法道院 寺院型
50 納骨堂 常在寺納骨堂 南池袋2-20-7 常在寺 寺院型
51 納骨堂 常在寺納骨堂 南池袋2-20-7 常在寺 1996/5/7 1996 寺院型
52 納骨堂 東京都雑司が谷祟祖堂 南池袋4-25-1 東京都 1959/2/21 1959 公営型
53 納骨堂 清立院納骨堂 南池袋4-25-6 清立院 1959/3/13 1959 寺院型
54 納骨堂 万霊堂 西巣鴨4-8-28 妙行寺 1962/8/10 1962 寺院型
55 納骨堂 六角堂 西巣鴨2-2-17 法浄寺 1974/8/24 1974 寺院型
56 納骨堂 祥雲寺納骨堂 池袋3-1-6 祥雲寺 寺院型
57 納骨堂 和合堂 池袋3-5-30 洞雲寺 1986/12/24 1986 寺院型
58 納骨堂 染井天理教墓地納骨堂 駒込7-2-23 天理教東本大教 1989/2/8 1989 寺院型
59 納骨堂 天理教東京霊舎 駒込5-4-18 天理教 1989/1/26 1989 寺院型
60 納骨堂 功雲院納骨堂 池袋3-5-9 功雲院 1989/6/19 1989 寺院型

61 法人墓地 鳩浄苑 池袋3-5-9 事業型



北区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 地福寺仁和寿苑 中十条1-14-3 宗教法人地福寺 1954/9/14 1954 寺院型 247
2 法人墓地 地福寺墓地 中十条2-1-20 2-26-5,10 宗教法人地福寺 1954/9/14 1954 寺院型 1228
3 法人墓地 眞光寺墓地 中十条3-1-5 宗教法人眞光寺 1954/6/15 1954 寺院型 612
4 法人墓地 西音寺墓地 中十条3-27-10 宗教法人西音寺 1954/7/22 1954 寺院型 2678
5 法人墓地 雪峰院墓地 上十条3-25-3 宗教法人雪峰院 1954/10/18 1954 寺院型 1202
6 法人墓地 西福寺墓地 豊島2-14-1 宗教法人西福寺 1958/1/24 1958 寺院型 2701
7 法人墓地 清光寺墓地 豊島7-31-7 宗教法人清光寺 1955/2/1 1955 寺院型 2145
8 法人墓地 福性寺墓地 堀船3-10-16 宗教法人福性寺 1954/6/15 1954 寺院型 1385
9 法人墓地 延命寺墓地 堀船4-10-12 宗教法人延命寺 1955/4/6 1955 寺院型 1027

10 法人墓地 専福寺墓地 神谷3-32-8 宗教法人専福寺 1954/7/22 1954 寺院型 1170
11 法人墓地 自性院墓地 神谷3-45-1 宗教法人自性院 1954/7/22 1954 寺院型 683
12 法人墓地 金輪寺 岸町1-12-22 宗教法人金輪寺 2001/3/22 2001 寺院型 1083
13 法人墓地 阿弥陀堂 王子本町1-5-17 宗教法人金輪寺 2001/3/22 2001 寺院型 1640
14 法人墓地 観音寺墓地 浮間4-9-2 宗教法人観音寺 1954/4/15 1954 寺院型 1610
15 法人墓地 善徳寺墓地 赤羽西6-15-21 宗教法人善徳寺 1954/12/16 1954 寺院型 1670
16 法人墓地 大恩寺墓地 赤羽西6-15-19 宗教法人大恩寺 1954/5/24 1954 寺院型 1547
17 法人墓地 大恩寺やすらぎ霊園 赤羽西6-15-9 宗教法人大恩寺 1954/5/21 1954 事業型 新あかばね霊園 947
18 法人墓地 法善寺墓地 赤羽台3-29-8 △ 宗教法人法善寺 1961/8/28 1961 寺院型 法善寺霊園 2488
19 法人墓地 長福寺墓地 赤羽台3-29-1 宗教法人長福寺 1961/8/28 1961 寺院型 573
20 法人墓地 宝憧院墓地 赤羽台3-29-1 △ 宗教法人宝憧院 1961/8/28 1961 寺院型 寶憧院墓地 2457
21 法人墓地 宝憧院墓地 赤羽台3-4-19 △ 宗教法人宝憧院 寺院型 第壹寶憧院墓地 3064
22 法人墓地 満蔵院墓地 赤羽北1-4-10 △ 宗教法人満蔵院 1998/12/18 1998 寺院型 828
23 法人墓地 眞頂院墓地 赤羽3-16-3 宗教法人眞頂院 1954/9/25 1954 寺院型 真頂院墓地 1067
24 法人墓地 大満寺墓地 岩淵町35-7 宗教法人大満寺 1954/4/26 1954 寺院型 634
25 法人墓地 正光寺墓地 岩淵町32-11 宗教法人正光寺 1954/10/11 1954 寺院型 1178
26 法人墓地 正光寺境外墓地 岩淵町1-742 宗教法人正光寺 1954/10/11 1954 寺院型 251
27 法人墓地 西蓮寺墓地 志茂4-30-4 宗教法人西蓮寺 1954/5/22 1954 寺院型 3110
28 法人墓地 圓照寺墓地 赤羽台3-29-1 宗教法人圓照寺 1961/8/28 1961 寺院型 388
29 法人墓地 大松寺墓地 西が丘1-35-18 宗教法人大松寺 1954/9/9 1954 寺院型 2297
30 法人墓地 鳳生寺墓地 赤羽西3-21-18 宗教法人鳳生寺 1954/5/4 1954 寺院型 1662
31 法人墓地 法真寺墓地 赤羽西2-23-3 宗教法人法真寺 1954/4/15 1954 寺院型 法眞寺墓地 1066
32 法人墓地 法真寺墓地 赤羽西3-28 宗教法人法真寺 1954/5/4 1954 寺院型 704
33 法人墓地 普門院墓地 赤羽西2-14-20 宗教法人普門院 1957/3/8 1957 寺院型 1583
34 法人墓地 静勝寺墓地 赤羽西1-21-17 宗教法人静勝寺 1955/1/26 1955 寺院型 1473
35 法人墓地 願徳寺墓地 王子本町1-8-9 宗教法人願徳寺 1961/8/28 1961 寺院型 1135
36 法人墓地 宗泉寺墓地 赤羽西1-17-2 宗教法人宗泉寺 1961/8/28 1961 寺院型 250
37 法人墓地 梅王寺墓地 岩淵町30-11 宗教法人梅王寺 1954/6/28 1954 寺院型 890
38 法人墓地 大龍寺墓地 田端町4-18-4 宗教法人大龍寺 1954/12/20 1954 寺院型 3242
39 法人墓地 光明院墓地 田端町3-21-5 宗教法人光明寺 1955/2/16 1955 寺院型 706
40 法人墓地 大久寺墓地 田端町3-21-1 宗教法人大久寺 1954/12/4 1954 寺院型 2251
41 法人墓地 東覚寺墓地 田端町2-7-3 宗教法人東覚寺 1954/12/20 1954 寺院型 158
42 法人墓地 東覚寺墓地 田端町330 宗教法人東覚寺 1954/12/20 1954 寺院型 1471
43 法人墓地 與楽寺墓地 田端町1-25-1 宗教法人與楽寺 1954/12/4 1954 寺院型 与楽寺墓地 2930
44 法人墓地 萬栄寺墓苑 田端町5-7-7 宗教法人萬栄寺 2004/7/15 2004 寺院型 308
45 法人墓地 圓勝寺墓地 中里町3-1-1 宗教法人圓勝寺 1954/11/29 1954 寺院型 2232
46 法人墓地 城官寺墓地 上中里1-42-8 宗教法人城官寺 1954/12/20 1954 寺院型 2094
47 法人墓地 無量寺墓地 西ヶ原1-34-8 宗教法人無量寺 1954/11/29 1954 寺院型 2452
48 法人墓地 無量寺西墓地 西ヶ原1-35 宗教法人無量寺 1981/11/19 1981 寺院型 1889
49 法人墓地 現徳山妙見寺墓地 西ヶ原2-9-5 宗教法人妙見寺 1999/8/17 1999 寺院型 104
50 法人墓地 昌林寺墓地 西ヶ原3-12-6 宗教法人昌林寺 1954/12/20 1954 寺院型 昌林禅寺墓地 1046
51 法人墓地 不動院墓地 西ヶ原3-23-2 宗教法人不動院 1954/12/20 1954 寺院型 551
52 法人墓地 不動院熊野坂墓地 西ヶ原3-30-39 △ 宗教法人不動院 1986/3/6 1986 寺院型 不動院墓地 272
53 法人墓地 寿徳寺墓地 滝野川4-22-2 宗教法人寿徳寺 1955/2/16 1955 寺院型 寺院拡張 寿徳寺墓苑 806
54 法人墓地 寿徳寺境外墓地 滝野川7-8-1 △ 宗教法人寿徳寺 2000/12/27 2000 事業型 滝野川墓苑 171
55 法人墓地 正受院墓地 滝野川2-49-5 宗教法人正受院 1954/12/20 1954 寺院型 1351
56 法人墓地 金剛寺墓地 滝野川2-60 宗教法人金剛寺 1955/2/16 1955 寺院型 金剛寺もみじ寺墓地 2380
57 納骨堂 常住寺納骨堂 東十条6-4-17 宗教法人常住寺 1961/10/11 1961 寺院型
58 納骨堂 西音寺納骨堂 中十条3-27-10 宗教法人西音寺 寺院型
59 納骨堂 宗教法人　福性寺 堀船3-10-16 宗教法人福性寺 2001/2/9 2001 寺院型
60 納骨堂 大恩寺墓所 赤羽西6-15-19 宗教法人大恩寺 1997/10/27 1997 寺院型
61 納骨堂 正光寺納骨堂 岩淵町32-11 宗教法人正光寺 1936/10/31 1936 寺院型
62 納骨堂 寂光堂 志茂4-30-4 宗教法人西蓮寺 2001/1/11 2001 寺院型
63 納骨堂 東法協会納骨堂 滝野川2-49-2 金丸徹 1985/3/26 1985 寺院型
64 納骨堂 東法協会水子霊安堂 滝野川2-49-1 金丸徹 1985/3/26 1985 寺院型
65 納骨堂 萬栄寺浄苑 田端5-7-7 宗教法人萬栄寺 1995/8/24 1995 寺院型
66 納骨堂 与楽寺納骨堂 田端1-25-1 宗教法人与楽寺 寺院型

67 法人墓地 大恩寺墓所 赤羽西3-15-19 宗教法人大恩寺 寺院型



荒川区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 善性寺 東日暮里5-41-14 善性寺 1955/7/11 1955 寺院型 1457.8
2 法人墓地 善性寺 東日暮里5-41-14 善性寺 1955/7/11 1955 寺院型 704.1
3 法人墓地 善性寺 東日暮里5-41-14 善性寺 1955/7/11 1955 寺院型 1267.5
4 法人墓地 本行寺 西日暮里3-1-3 本行寺 1955/7/18 1955 寺院型 175.2
5 法人墓地 本行寺 西日暮里3-1-3 本行寺 1955/7/18 1955 寺院型 2012.7
6 法人墓地 本行寺 西日暮里3-1-3 本行寺 1955/7/11 1955 寺院型 740.4
7 法人墓地 経王寺 西日暮里3-2-6 経王寺 1955/4/6 1955 寺院型 1877.6
8 法人墓地 啓運寺 西日暮里3-2-14 啓運寺 1955/8/5 1955 寺院型 225
9 法人墓地 啓運寺 西日暮里3-2-14 啓運寺 1955/8/5 1955 寺院型 462.8

10 法人墓地 養福寺 西日暮里3-3-8 養福寺 1955/7/22 1955 寺院型 396.7
11 法人墓地 養福寺 西日暮里3-3-8 養福寺 1955/7/22 1955 寺院型 1057.8
12 法人墓地 養福寺 西日暮里3-3-8 養福寺 1955/7/22 1955 寺院型 750.3
13 法人墓地 養福寺 西日暮里3-3-8 養福寺 1955/7/11 1955 寺院型 811.5
14 法人墓地 浄光寺 西日暮里3-4-3 浄光寺 1955/4/6 1955 寺院型 1758.7
15 法人墓地 青雲寺 西日暮里3-6-4 青雲寺 1955/7/18 1955 寺院型 148.7
16 法人墓地 青雲寺 西日暮里3-6-4 青雲寺 1955/7/18 1955 寺院型 208.3
17 法人墓地 青雲寺 西日暮里3-6-4 青雲寺 1955/7/18 1955 寺院型 485.9
18 法人墓地 青雲寺 西日暮里3-6-4 青雲寺 1955/8/8 1955 寺院型 1075
19 法人墓地 修性院 西日暮里3-7-12 修性院 1955/7/18 1955 寺院型 985.1
20 法人墓地 修性院 西日暮里3-7-12 修性院 1955/7/18 1955 寺院型 654.5
21 法人墓地 南泉寺 西日暮里3-8-3 南泉寺 1955/4/6 1955 寺院型 3064.5
22 法人墓地 南泉寺 西日暮里3-8-3 南泉寺 1955/4/23 1955 寺院型 230.8
23 法人墓地 法光寺 西日暮里3-8-6 西日暮里3-7-11 法光寺 1955/8/26 1955 寺院型 304.3
24 法人墓地 法光寺 西日暮里3-8-6 西日暮里3-9-17 法光寺 1955/8/26 1955 寺院型 2009.2
25 法人墓地 延命院 西日暮里3-10-1 延命院 1955/4/6 1955 寺院型 1609.9
26 法人墓地 延命院 西日暮里3-10-1 延命院 1955/4/6 1955 寺院型
27 法人墓地 正覚寺 西日暮里5-8-7 正覺寺 1969/8/15 1969 事業型 西日暮里正覚寺第二墓 13.22
28 法人墓地 正覚寺 西日暮里5-8-7 正覺寺 1955/4/23 1955 寺院型 693.75
29 法人墓地 満光寺 東尾久3-2-4 満光寺 1955/2/1 1955 寺院型 846.3
30 法人墓地 満光寺 東尾久3-2-4 満光寺 1955/4/23 1955 寺院型 104.6
31 法人墓地 阿遮院 東尾久3-6-25 阿遮院 1955/8/5 1955 寺院型 943
32 法人墓地 阿遮院 東尾久3-6-25 阿遮院 1955/4/23 1955 寺院型 202.4
33 法人墓地 花蔵院 東尾久8-46-2 華蔵院 1955/2/1 1955 寺院型 華蔵院 277.7
34 法人墓地 花蔵院 東尾久8-46-2 華蔵院 1955/2/1 1955 寺院型 華蔵院 872.7
35 法人墓地 花蔵院 東尾久8-46-2 華蔵院 1955/4/23 1955 寺院型 華蔵院 460.2
36 法人墓地 硯運寺 西尾久2-25-21 硯運寺 寺院型 碩運寺 669.9
37 法人墓地 大林院 西尾久3-9-5 大林院 1955/8/5 1955 寺院型 407.9
38 法人墓地 地蔵寺 西尾久3-10-6 地蔵寺 1954/10/20 1954 寺院型 889.3
39 法人墓地 地蔵寺 西尾久3-10-6 地蔵寺 1955/4/23 1955 寺院型 119.8
40 法人墓地 宝蔵院 西尾久3-16-19 宝蔵院 1955/7/22 1955 寺院型 1028.1
41 法人墓地 宝蔵院 西尾久3-16-19 宝蔵院 1955/7/22 1955 寺院型 1042
42 法人墓地 公春院 南千住1-32-9 公春院 1954/10/20 1954 寺院型 512.5
43 法人墓地 眞正寺 南千住1-56-9 眞正寺 1955/1/1 1955 寺院型 2408
44 法人墓地 円通寺 南千住1-59-11 円通寺 1954/10/20 1954 寺院型 882.6
45 法人墓地 円通寺 南千住1-59-11 円通寺 1955/9/8 1955 寺院型 625.1
46 法人墓地 円通寺 南千住1-59-11 円通寺 寺院型
47 法人墓地 浄関寺 南千住2-1-12 浄閑寺 1955/8/5 1955 寺院型 浄閑寺 1362.1
48 法人墓地 浄関寺 南千住2-1-12 浄閑寺 1955/8/5 1955 寺院型 浄閑寺 97.8
49 法人墓地 浄関寺 南千住2-1-12 浄閑寺 1955/8/5 1955 寺院型 浄閑寺 194.9
50 法人墓地 西光寺 南千住5-16-19 西光寺 1955/8/5 1955 寺院型
51 法人墓地 西光寺 南千住5-16-19 西光寺 1955/3/10 1955 寺院型 499.2
52 法人墓地 回向院 南千住5-33-13 回向院 1955/8/8 1955 寺院型 1587.1
53 法人墓地 眞養寺 南千住5-44-4 南千住6-59-2 真養寺 1955/7/11 1955 寺院型 217.7
54 法人墓地 眞養寺 南千住5-44-4 真養寺 1955/7/11 1955 寺院型 531.79
55 法人墓地 眞養寺 南千住5-44-4 真養寺 1955/7/11 1955 寺院型 163.1
56 法人墓地 眞養寺 南千住5-44-4 真養寺 1955/7/11 1955 寺院型 189.93
57 法人墓地 誓願寺 南千住6-69-22 誓願寺 1955/4/6 1955 寺院型 2485.6
58 法人墓地 日慶寺 南千住7-15-4 日慶寺 1954/10/20 1954 寺院型 959.3
59 法人墓地 日慶寺 南千住7-15-4 日慶寺 1955/4/23 1955 寺院型 76.9
60 法人墓地 法界寺 荒川3-51-3 法界寺 寺院型 386
61 法人墓地 法界寺 荒川3-51-3 法界寺 1955/2/1 1955 寺院型 49
62 法人墓地 法界寺 荒川3-51-3 法界寺 1955/2/1 1955 寺院型 204
63 法人墓地 浄正寺 荒川3-53-1 浄正寺 1955/3/10 1955 寺院型 514.8
64 法人墓地 浄正寺 荒川3-53-1 浄正寺 1955/3/10 1955 寺院型 214.5
65 法人墓地 浄正寺 荒川3-53-1 浄正寺 1955/4/23 1955 寺院型 333.3
66 法人墓地 観音寺 荒川4-5-1 観音寺 1955/2/1 1955 寺院型 262.33
67 法人墓地 観音寺 荒川4-5-1 観音寺 1955/1/16 1955 寺院型 25.06
68 法人墓地 観音寺 荒川4-5-1 観音寺 1955/1/16 1955 寺院型 876.75
69 法人墓地 観音寺 荒川4-5-1 観音寺 1955/7/18 1955 寺院型
70 法人墓地 密巌院 荒川4-16-3 密巌院 1955/2/23 1955 寺院型 89.25
71 法人墓地 泊船軒 荒川7-17-2 泊船軒 1954/10/20 1954 寺院型 784.33
72 法人墓地 慈眼寺 町屋2-20-12 慈眼寺 1954/10/20 1954 寺院型 495.9
73 法人墓地 延命寺 南千住2-34-5 延命寺 1985/8/29 1985 寺院型 484
74 法人墓地 金相寺墓地 東尾久1-23-1 金相寺 1985/2/22 1985 事業型 洗心浄苑 274.97
75 法人墓地 華蔵院墓地 東尾久8-41-18 華蔵院 1997/5/12 1997 寺院型 436.12
76 法人墓地 日暮里道灌山墓西日暮里3-5-15 興安寺 1997/12/12 1997 寺院型 509.8
77 法人墓地 石浜神社石浜霊南千住3-28 石浜神社 2000/11/1 2000 事業型 石浜霊園 546.4 323
78 法人墓地 華蔵院墓地 東尾久8-46-2 華蔵院 2003/1/20 2003 寺院型 528.8
79 法人墓地 硯運寺墓地 西尾久2-25-21 硯運寺 2004/3/10 2004 寺院型 碩運寺墓地 759
80 法人墓地 花見墓苑 西日暮里3-1088-22 修性院 2005/11/1 2005 寺院型 727.33
81 納骨堂 真養寺納骨堂 南千住5-44-4 真養寺 1987/3/23 1987 寺院型 19
82 納骨堂 天理教船東分教西尾久5-8-7 天理教船東分教 1997/1/28 1997 寺院型 358
83 納骨堂 有縁無縁永代供南千住1-56-9 眞正寺 2000/12/28 2000 寺院型 26.66



板橋区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 宝仙寺 板橋2-22-1 宝仙寺 1955/3/24 1955 寺院型 1148.21 350
2 法人墓地 西光院 南町42-1 西光院 1956/1/18 1956 寺院型 1560.9 400
3 法人墓地 観明寺 板橋3-25-1 観明寺 1956/1/10 1956 寺院型 1709 250
4 法人墓地 東光寺 板橋4-13-8 東光寺 1955/3/17 1955 寺院型 470.51 250
5 法人墓地 文殊院 仲宿28-5 文殊院 1955/11/14 1955 寺院型 1521.3 330
6 法人墓地 専称院 仲町44-1 専称院 1954/7/9 1954 寺院型 1051.71 200
7 法人墓地 智清寺 大和町37-1 智清寺 1955/6/7 1955 寺院型 3804.9 500
8 法人墓地 福泉寺 中板橋29-2 福泉寺 1955/2/1 1955 寺院型 福泉禅寺 825 180
9 法人墓地 西光寺 大谷口2-8 西光寺 1956/6/4 1956 寺院型 1801.8 140

10 法人墓地 万福寺共同墓地 弥生町67-13 弥生町73-10 西光寺 1973/5/10 1973 寺院型 462 50
11 法人墓地 安養院 東新町2-30-23 安養院 1954/5/4 1954 寺院型 9206.1 300
12 法人墓地 長命寺 東山町48-5 長命寺 1956/1/12 1956 寺院型 703.4 300
13 法人墓地 板橋向原浄苑 向原3-2-1 念空寺 1997/5/30 1997 事業型 板橋向原浄苑 774.3 448
14 法人墓地 日曜寺墓地 大和町42-1 日曜寺 2003/5/16 2003 寺院型 118.86 50
15 法人墓地 延命寺 中台3-21 延命寺 1951/9/11 1951 寺院型 2834 340
16 法人墓地 青蓮寺 成増4-36-2 青蓮寺 1956/1/10 1956 寺院型 141 70
17 法人墓地 円福寺 西台3-32-26 円福寺 1954/6/7 1954 寺院型 圓福寺 42513 720
18 法人墓地 安楽寺 徳丸8-9-1 安楽寺 1955/6/7 1955 寺院型 3033.83 426
19 法人墓地 増福寺 赤塚7-14-5 増福寺 1951/9/7 1951 寺院型 1229.04 331
20 法人墓地 泉福寺 赤塚6-39-7 泉福寺 1956/1/10 1956 寺院型 19
21 法人墓地 泉福寺赤塚霊苑 赤塚8-4-9 赤塚8-4-10 泉福寺 1998/8/19 1998 事業型 赤塚霊園 668.38 475
22 法人墓地 松月院 赤塚8-4-9 松月院 1950/9/7 1950 寺院型 4742.1 1350
23 法人墓地 清涼寺 赤塚4-8-3 清涼寺 1954/6/5 1954 寺院型 547 90
24 法人墓地 善長寺 西台2-18-1 善長寺 寺院型 128 80
25 法人墓地 乗蓮寺 赤塚5-28-3 乗蓮寺 1971/1/11 1971 寺院型 3543 900
26 法人墓地 セントソフィア板橋ヒ赤塚5-12-23 林泉寺 2000/8/10 2000 事業型 霊園 セントソフィア板橋ヒ1544.46(1665.5) 814(764)
27 法人墓地 中尾観音堂 徳丸20-10 中尾観音堂 2005/5/16 2005 寺院型 1624 169
28 法人墓地 瑞法寺墓地 小豆沢3-7 瑞法寺 1956/6/7 1956 寺院型 1397 327
29 法人墓地 南蔵院 蓮沼町48 南蔵院 1954/9/29 1954 寺院型 1397 327
30 法人墓地 龍福寺 小豆沢4-5 龍福寺 1954/6/7 1954 寺院型 1954 350
31 法人墓地 延命寺 志村2-7 延命寺 1956/1/12 1956 寺院型 3193 320
32 法人墓地 總泉寺 小豆沢3-7-9 總泉寺 1954/9/29 1954 寺院型 4686 697
33 法人墓地 總泉寺墓苑 小豆沢3-7-9 總泉寺 1998/5/26 1998 寺院型 992.56 732
34 法人墓地 最勝寺墓地 小豆沢3-7-9 最勝寺 1956/1/12 1956 寺院型 712.8 405
35 法人墓地 清岸寺板橋区小豆沢墓小豆沢3-9-15 清岸寺 2002/11/27 2002 事業型 小豆沢墓苑 204.52 22
36 法人墓地 長徳寺 大原40 長徳寺 1955/12/12 1955 寺院型 4335.4 465
37 法人墓地 蓮華寺 蓮根1-3-6 蓮華寺 1956/2/20 1956 寺院型 1802.2 292
38 法人墓地 蓮華寺舟渡別院 舟渡3-16-4 舟渡3-16-22,23 蓮華寺 1998/11/24 1998 寺院型 971.3 162
39 法人墓地 常楽院 前野町4-20 常楽院 1955/4/5 1955 寺院型 2366.1 385
40 法人墓地 高島平霊園 新河岸1-9-3 泉福寺 2000/6/12 2000 事業型 霊園 高島平霊園 3036 1562(1463)
41 法人墓地 西高島平霊園 三園2-9-14 智泉院 2004/3/4 2004 事業型 霊園 西高島平霊園 1974.37 719
42 法人墓地 昌玲寺 前野町5-41 昌玲寺 寺院型 293.1 108
43 納骨堂 扇教寺 熊野町28-3 扇教寺 1956/1/10 1956 寺院型 7.3 35
44 納骨堂 即得寺 双葉町23-4 即得寺 1972/10/4 1972 寺院型 10 80
45 納骨堂 宗仙寺納骨堂 板橋2-22-14 宗泉寺 2002/3/20 2002 寺院型 496.314 235
46 納骨堂 文殊院納骨堂 仲宿28-5 文殊院 1955/11/14 1955 寺院型 28.72 42
47 納骨堂 日曜寺納骨堂「愛染廟大和町42-1 日曜寺 1954/5/4 1954 寺院型 118.66 111
48 納骨堂 カトリック板橋教会納幸町8-6 カトリック板橋 1968/8/21 1968 寺院型 57.86 80
49 納骨堂 東京都養育院遺骨安置仲町1-1 東京都 1984/11/8 1984 寺院型 34.04 90
50 納骨堂 信泉寺霊堂 西台1-13-12 信泉寺 1975/6/30 1975 寺院型 432
51 納骨堂 不動教会納骨堂 赤塚1-9-11 不動教会 1974/9/6 1974 寺院型 15
52 納骨堂 妙徳寺納骨堂 小豆沢3-7-32 妙徳寺 1968/7/25 1968 寺院型 89.52 50
53 納骨堂 總泉寺（納骨堂） 小豆沢3-7-9 總泉寺 1987/3/31 1987 寺院型 177.688 160
54 納骨堂 妙国寺納骨堂 高島平7-8-9 妙国寺 1994/5/16 1994 寺院型 40.59 1115
55 納骨堂 龍福寺納骨堂 小豆沢4-16-3 龍福寺 1956/1/18 1956 寺院型
56 納骨堂 清岸寺板橋区小豆沢墓小豆沢3-7-32 清岸寺 2002/11/27 2002 事業型 マンション小豆沢墓苑 1587.55 1445



練馬区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 信行寺 練馬2-12-11 練馬2-10 練馬2-14信行寺 1930/2/24～96/7/22 1930 事業型 ねりま浄苑
2 法人墓地 假宿院 練馬4-26-17 假宿院 1930/10/18 1930 寺院型
3 法人墓地 阿弥陀寺 練馬1-44-10 阿弥陀寺 寺院型
4 法人墓地 宗周院 練馬4-26-17 宗周院 1930/10/18,1955/7/ 1930 寺院型
5 法人墓地 浄土宗快楽院 練馬4-26-15 快楽院 1930/10/18,1955/7/ 1930 寺院型
6 法人墓地 稱名院 練馬4-26-21 稱名院 1927/10/18 1927 寺院型
7 法人墓地 林宗院 練馬4-26-21 林宗院 1927/10/18 1927 寺院型
8 法人墓地 九品院 練馬4-25-1 九品院 1927/10/18 1927 寺院型
9 法人墓地 得生院 練馬4-25-3 得生院 1927/10/18 1927 寺院型

10 法人墓地 本性院 練馬4-25-5 本性院 1927/10/18 1927 寺院型
11 法人墓地 受用院 練馬4-26-19 受用院 1927/10/18 1927 寺院型
12 法人墓地 迎接院 練馬4-25-6 迎接院 1927/10/18 1927 寺院型
13 法人墓地 仁壽院 練馬4-25-9 仁壽院 1927/10/18 1927 寺院型
14 法人墓地 能満寺 旭丘2-15-4 能満寺 1916/11/24 1916 寺院型
15 法人墓地 正覚院 豊玉上2-15-2 正覚院 1920/5/5 1920 寺院型
16 法人墓地 莊嚴寺 氷川台3-14-26 莊嚴寺 1954/10/16,1954/11 1954 寺院型
17 法人墓地 光傅寺 氷川台3-24-4 光傅寺 寺院型
18 法人墓地 圓明院 錦1-19-25 円明院 寺院型
19 法人墓地 本覺寺 旭町1-26-5 本覺寺 1956/4/1 1956 寺院型
20 法人墓地 妙案寺 旭町3-10-11 妙案寺 寺院型
21 法人墓地 南松寺 春日町4-25-13 南松寺 1930/8/4,1954/10/1 1930 寺院型
22 法人墓地 壽福寺 春日町3-2-22 真言宗豊山派壽福寺 1926/1/31 1926 寺院型
23 法人墓地 愛染院 春日町4-17-1 愛染院 1929/2/28 1929 寺院型
24 法人墓地 南蔵院 中村町1-1176 中村町-1173-1,3,1南蔵院 寺院型
25 法人墓地 円光院 貫井5-7-3 円光院 1955/8/5～1999/6/3 1955 寺院型
26 法人墓地 金乘院 錦2-4-28 金乘院 1954/10/18 1954 寺院型
27 法人墓地 仲台寺墓地 旭町1-20-1 仲台寺 1960/8/11 1960 寺院型
28 法人墓地 廣徳寺墓地 桜台6-20-19 廣徳寺 1965/8/11 1965 寺院型
29 法人墓地 本寿院専用墓地 早宮2-26-11 本寿院 1982/3/30,1983/2/9 1982 寺院型
30 法人墓地 法音寺専用墓地 土支田4-23-25 法音寺 1983/11/15～1996/1 1983 寺院型
31 法人墓地 道場寺墓地 石神井台1-16-7 道場寺 1954/4/15 1954 寺院型
32 法人墓地 道場寺墓地 石神井台1058 石神井台1059 道場寺 1954/4/15 1954 寺院型
33 法人墓地 禅定院墓地 石神井台5-19-10 禅定院 1954/5/24 1954 寺院型
34 法人墓地 禅定院墓地 石神井台5-22-5 禅定院 1954/5/24 1954 寺院型
35 法人墓地 妙定寺 南大泉町921-3 南大泉町921-7,8 南妙定寺 1954/6/24 1954 寺院型
36 法人墓地 妙福寺 南大泉町5-6-56 妙福寺 1954/7/19 1954 寺院型
37 法人墓地 大乗院 西大泉町5-17-5 大乗院 1954/7/19 1954 寺院型
38 法人墓地 大乗院専用墓地 西大泉町5-17-5 大乗院 1962/1/30 1962 寺院型
39 法人墓地 教学院 大泉6-24-25 教学院 1954/4/9 1954 寺院型
40 法人墓地 法性院墓地 大泉学園町2-18-36 法性院 1952/12/26 1952 寺院型
41 法人墓地 法性院墓地 大泉学園町2-18-36 法性院 1999/3/30 1999 寺院型
42 法人墓地 善行院 大泉学園町2-27-64 善行院 1952/12/26 1952 寺院型
43 法人墓地 長命寺 高野台3-10-3 長命寺 1954/9/7 1954 寺院型
44 法人墓地 長命寺 高野台3-10-3 長命寺 1954/9/7 1954 寺院型
45 法人墓地 長命寺 高野台3-10-3 長命寺 1954/9/7 1954 寺院型
46 法人墓地 長命寺 高野台3-10-3 長命寺 1954/9/7 1954 寺院型
47 法人墓地 眞龍寺 谷原6-7-9 眞龍寺 1954/4/9～2000/10/ 1954 寺院型 眞龍寺墓地
48 法人墓地 寶林寺 谷原6-8-25 寶林寺 1954/4/9 1954 寺院型
49 法人墓地 敬覚寺 谷原6-8-17 敬覚寺 1954/6/22 1954 寺院型
50 法人墓地 法融寺 関町3-甲27-12 関町3-甲27-28,29 法融寺 1954/4/9,1954/5/31 1954 寺院型
51 法人墓地 本立寺 関町6-甲370 本立寺 1954/6/7 1954 寺院型
52 法人墓地 本立寺 関町6-甲367-3 関町6-甲367-2 本立寺 1954/6/7 1954 寺院型
53 法人墓地 本立寺 関町北4-16-3 本立寺 2002/3/27 2002 寺院型
54 法人墓地 観蔵院 南田中町4-15-24 観蔵院 1948/1/24 1948 寺院型
55 法人墓地 十善戒寺 南田中町5-20-2 十善戒寺 1957/8/23 1957 寺院型
56 法人墓地 三宝寺 石神井台1-15-6 三宝寺 1958/1/24,1958/10/ 1958 寺院型
57 法人墓地 三宝寺 石神井台1-1935 三宝寺 1958/1/24 1958 寺院型
58 法人墓地 カルメル会修道院 上石神井1-723 カルメル会修道院 1947/11/18 1947 寺院型
59 法人墓地 扇山墓地（三宝寺飛墓地） 石神井台 三宝寺 1965/4/1 1965 寺院型
60 法人墓地 智福寺 上石神井1-525-3 上石神井1-525-3 智福寺 1965/10/12 1965 寺院型
61 法人墓地 本照寺 西大泉3-11-3 本照寺 1954/8/24 1954 寺院型
62 法人墓地 本照寺 西大泉3-11-3 本照寺 1997/12/12 1997 寺院型
63 法人墓地 本照寺 西大泉3-11-3 本照寺 1984/3/16 1984 寺院型
64 法人墓地 本照寺 西大泉3-11-3 本照寺 2004/3/12 2004 寺院型
65 法人墓地 三宝寺 石神井台1-15-6 三宝寺 1983/10/18 1983 寺院型
66 法人墓地 三宝寺 石神井台1-15-6 三宝寺 1983/12/5 1983 寺院型
67 法人墓地 寶林寺墓地 谷原6-8-25 寶林寺墓地 1984/9/29 1984 寺院型
68 法人墓地 寶林寺墓地 谷原6-8-25 寶林寺墓地 1985/7/11 1985 寺院型
69 法人墓地 パティオ武蔵野セントソフィ関町北3-4-11 真政寺 2002/3/27 2002 事業型
70 納骨堂 宗周院納骨堂 練馬4-26-17 宗周院 1959/4/27 1959 寺院型
71 納骨堂 信行寺納骨堂 練馬2-12-11 信行寺 1936/12/5 1936 寺院型
72 納骨堂 聖恩山霊園納骨堂 小竹町1-61-1 社会福祉法人東京福 1987/2/20 1987 事業型
73 納骨堂 宗教法人仮宿院地下墓地（納練馬4-6725-3 仮宿院 1987/11/6 1987 寺院型
74 納骨堂 林宗院地下納骨堂 練馬4-26-22 林宗院 1992/2/26 1992 寺院型
75 納骨堂 華王寺納骨堂 豊玉上1-24-5 華王寺 1993/11/12 1993 寺院型
76 納骨堂 本性院納骨堂 練馬4-25-5 本性院 1997/4/9 1997 寺院型
77 納骨堂 大増寺位牌納骨堂 田柄5-7-14 大増寺 2003/5/26 2003 寺院型
78 法人墓地 西信寺 大泉町2-57-21 寺院型 大泉霊園
79 法人墓地 清性寺 北町2-41 寺院型
80 法人墓地 満行寺 野寺2-15-17 寺院型
81 法人墓地 阿弥陀堂 田柄2-10-10 寺院型
82 法人墓地 田柄不動尊 田柄3-11-1 寺院型
83 法人墓地 妙延寺 東大泉3-16-5 寺院型
84 法人墓地 笠松墓地 石神井町3-9 寺院型



足立区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 増幅時墓地 青井2-32-8 1954 寺院型
2 法人墓地 薬師寺墓地 綾瀬1-14-20 1954 寺院型
3 法人墓地 養福寺墓地 綾瀬2-19-13 1954 寺院型
4 法人墓地 観音寺墓地 綾瀬4-9-6 1954 寺院型
5 法人墓地 龍慶寺墓地 綾瀬7-10-18 1954 寺院型
6 法人墓地 福寿院墓地 伊興2-18-18 1954 寺院型
7 法人墓地 源正寺墓地 伊興2-2-35 1954 寺院型
8 法人墓地 長勝寺墓地 伊興3-11-19 1954 寺院型
9 法人墓地 實相院墓地 伊興4-15-11 1954 寺院型
10 法人墓地 正楽寺墓地 伊興4- 1954 寺院型
11 法人墓地 眞国寺墓地 伊興5-1-1 1954 寺院型
12 法人墓地 薬師寺墓地 伊興5-4-3 1980 寺院型
13 法人墓地 應現寺墓地 伊興狭間 1954 寺院型
14 法人墓地 蓮念寺墓地 伊興狭間835 1954 寺院型
15 法人墓地 本行寺墓地 伊興狭間840 1954 寺院型
16 法人墓地 常福寺墓地 伊興狭間854 1964 寺院型
17 法人墓地 浄土真宗本願寺派浄伊興狭間883 1989 寺院型
18 法人墓地 易行院墓地 伊興狭間870 1963 寺院型
19 法人墓地 東陽寺墓地 伊興狭間887 1954 寺院型
20 法人墓地 正安寺墓地 伊興狭間899 1954 寺院型
21 法人墓地 法受寺墓地 伊興狭間935 1954 寺院型
22 法人墓地 栄寿院墓地 伊興狭間930 1954 寺院型
23 法人墓地 東岳寺墓地 伊興本町1-5-16 1954 寺院型
24 法人墓地 専念寺墓地 伊興本町2-14-2 1961 寺院型
25 法人墓地 南光寺墓地 入谷1-19-20 1954 寺院型
26 法人墓地 宗教法人三蔵院墓地入谷1-2-2 1980 寺院型
27 法人墓地 円通寺墓地 入谷1-6-8 1954 寺院型
28 法人墓地 源證寺墓地 入谷2-15-25 1954 寺院型
29 法人墓地 宗教法人法随院墓地入谷2-15-1 1993 寺院型
30 法人墓地 善立寺墓地 梅田1-26-10 1954 寺院型
31 法人墓地 真福寺 梅田1-1-23 1981 寺院型
32 法人墓地 明王院墓地 梅田4-15-30 1955 寺院型
33 法人墓地 明王院墓地 梅田4-15-30 1955 寺院型
34 法人墓地 遍照院墓地 梅田5-9-3 1954 寺院型
35 法人墓地 文彰寺墓地 梅田1-29 1954 寺院型
36 法人墓地 瑞應寺墓地 扇1-5-37 1954 寺院型 寺院拡張 阿修羅山観音院瑞応寺
37 法人墓地 性翁寺墓地 扇2-19-3 1954 寺院型
38 法人墓地 境外墓地阿弥陀堂 扇3-11-11 1956 寺院型
39 法人墓地 常善院墓地 大谷田1-33-15 1954 寺院型
40 法人墓地 立應寺 大谷田2-21-13 1954 寺院型
41 法人墓地 福寿院 大谷田3-11-26 1960 寺院型
42 法人墓地 善應寺墓地 興野2-20-5 1954 寺院型
43 法人墓地 珠明院墓地 小台2-42-16 1954 寺院型
44 法人墓地 圓泉寺墓地 加平2-6-16 1954 寺院型
45 法人墓地 満願寺墓地 栗原3-6-6 1989 寺院型
46 法人墓地 徳寿院墓地 栗原4-1-15 1954 寺院型
47 法人墓地 地福寺墓地 江北2-41-2 1956 寺院型
48 法人墓地 恵明寺墓地 江北2-4-3 1956 寺院型
49 法人墓地 慈眼寺墓地 江北3-24-2 1956 寺院型
50 法人墓地 江北三丁目慈眼寺墓江北3-22-12 1985 寺院型
51 法人墓地 薬王院墓地(境外) 江北3-18-22 1956 寺院型
52 法人墓地 薬王院墓地 江北3-18-22 1956 寺院型
53 法人墓地 妙蓮寺墓地 古千谷本町1-13-1 1954 寺院型
54 法人墓地 浄光寺墓地 古千谷本町2-12-18 1954 寺院型
55 法人墓地 全学寺墓地 古千谷本町2-22-20 1954 寺院型
56 法人墓地 永昌院墓地 皿沼1-4-2 1956 寺院型
57 法人墓地 長楽寺墓地 鹿浜1-13-16 1956 寺院型
58 法人墓地 宝蔵寺墓地 鹿浜3-20-5 1956 寺院型
59 法人墓地 阿弥陀院墓地 鹿浜7-19-7 1986 寺院型
60 法人墓地 阿弥陀院墓地(境内)鹿浜7-19-4 1986 寺院型
61 法人墓地 来迎寺墓地 島根3-11-9 1964 寺院型
62 法人墓地 普門寺墓地 島根4-16-1 1945 寺院型
63 法人墓地 國土安穏寺墓地 島根4-4 2003 寺院型
64 法人墓地 南蔵院墓地 神明3-18-18 1963 寺院型
65 法人墓地 南蔵院墓地 神明3-18-18 1963 寺院型
66 法人墓地 常護寺墓地(境外) 千住曙町25 1954 寺院型
67 法人墓地 西光院墓地 千住曙町27-1 1954 寺院型
68 法人墓地 大聖寺墓地 関原2-22-9 1954 寺院型
69 法人墓地 本応寺境外佛堂常唱関原2-41-8 1954 寺院型
70 法人墓地 勝専寺墓地(境外) 千住曙町14 1956 寺院型
71 法人墓地 慈眼寺墓地 千住1-2-9 1954 寺院型
72 法人墓地 不動院墓地 千住1-2-2 1954 寺院型
73 法人墓地 勝専寺墓地 千住2-12 1957 寺院型
74 法人墓地 金蔵寺墓地 千住2-63 1954 寺院型
75 法人墓地 長円寺墓地 千住4-27-5 1954 寺院型
76 法人墓地 長円寺墓地 千住4-27-5 1954 寺院型
77 法人墓地 安養院墓地 千住5-17-9 1956 寺院型
78 法人墓地 常護寺墓地 千住中居町2-3 1952 寺院型
79 法人墓地 源長寺墓地 千住仲町4-1 1954 寺院型
80 法人墓地 萬福寺墓地 竹の塚1-1-15 1954 寺院型
81 法人墓地 常樂寺墓地 竹の塚1-10-16 1954 寺院型
82 法人墓地 西光院墓地 竹の塚1-3-16 1954 寺院型
83 法人墓地 延命寺墓地 竹の塚5-26-14 1954 寺院型
84 法人墓地 宗教法人天理淵江分竹の塚7-18 1981 寺院型
85 法人墓地 龍岩寺墓地 辰沼2-11-22 1954 寺院型
86 法人墓地 円性寺墓地 東和1-29-22 1954 寺院型
87 法人墓地 宝蔵寺墓地 東和2-5-24 1954 寺院型
88 法人墓地 西門寺第二墓地 舎人1-1 1980 寺院型
89 法人墓地 西門寺境内墓地 舎人2-2-14 1980 寺院型
90 法人墓地 西門寺第一墓地 舎人2-4 1980 寺院型
91 法人墓地 西門寺第三墓地 舎人5-22-18 1980 寺院型
92 法人墓地 西光院墓地(境外) 中川2-13-10 1956 寺院型
93 法人墓地 善應寺墓地 中川3-3-5 1954 寺院型 善応寺墓苑
94 法人墓地 正法禅庵墓地 中川3-14-18 1954 寺院型
95 法人墓地 常善院墓地(境外) 中川3-9-3 1954 寺院型
96 法人墓地 西光院墓地 中川2-21-20 1956 寺院型
97 法人墓地 長性寺墓地 西綾瀬3-19-19 1956 寺院型
98 法人墓地 長性寺墓地 西綾瀬3-20-3 1955 寺院型
99 法人墓地 総持寺墓地 西新井1-15-1 1964 寺院型



100 法人墓地 総持寺墓地 西新井6-17 1956 寺院型
101 法人墓地 宝積院墓地 西保木間1-11-4 1954 寺院型
102 法人墓地 大乗院墓地 西保木間2-14-5 1954 寺院型
103 法人墓地 法華寺墓地 西保木間3-19-1 1945 寺院型
104 法人墓地 林松寺墓地 花畑1-4-14 1954 寺院型
105 法人墓地 実性寺墓地 花畑3-17-18 1945 寺院型
106 法人墓地 東善寺墓地 花畑3-20-6 1954 寺院型
107 法人墓地 正覚院墓地 花畑3-24-27 1954 寺院型
108 法人墓地 福寿院墓地 花畑6-15-11 1954 寺院型
109 法人墓地 天龍寺墓地 東伊興1-2-13 1955 寺院型
110 法人墓地 長安寺墓地 伊興狭間844 1954 寺院型
111 法人墓地 善久寺墓地 伊興狭間847 1954 寺院型
112 法人墓地 浄土真宗本願寺派浄東伊興4 1956 寺院型
113 法人墓地 清亮寺墓地 日ノ出42-1 1954 寺院型
114 法人墓地 阿弥陀院墓地 保木間4-17-13 1954 寺院型
115 法人墓地 玉蔵院墓地 保木間4-29-16 1954 寺院型
116 法人墓地 西光寺墓地 保木間4-38-2 1954 寺院型
117 法人墓地 不動院墓地 堀之内1-7-3 1956 寺院型
118 法人墓地 不動院墓地 南花畑3-25-8 1945 寺院型
119 法人墓地 長建寺墓地 南花畑4-19-18 1954 寺院型
120 法人墓地 恵明寺墓地(境外) 宮城1- 1956 寺院型
121 法人墓地 大光寺墓地 六木3-10-13 1954 寺院型
122 法人墓地 光輪寺墓地 本木1-26-25 1955 寺院型
123 法人墓地 吉祥院墓地 本木西町13-3 1963 寺院型
124 法人墓地 吉祥院墓地 本木西町17-5 1955 寺院型
125 法人墓地 吉祥院境内墓地 本木西町11 1963 寺院型
126 法人墓地 宝寿院墓地 本木東町27-20 1954 寺院型
127 法人墓地 法立寺墓地 谷中2-11-9 1954 寺院型
128 法人墓地 本応寺墓地 谷在家2-19-7 1954 寺院型
129 法人墓地 清徳寺墓地 谷在家3-28-8 1956 寺院型
130 法人墓地 理性院墓地 柳原2-5-1 1954 寺院型
131 法人墓地 炎天寺墓地 六月3-13-20 1954 寺院型
132 納骨堂 東陽寺納骨堂 伊興狭間887 1945 寺院型
133 納骨堂 正安寺納骨堂 伊興狭間899 1945 寺院型 正安寺墓苑
134 納骨堂 法受寺納骨堂 伊興狭間935 1970 寺院型
135 納骨堂 善立寺納骨堂 梅田1-26-10 1996 寺院型
136 納骨堂 文彰寺納骨堂 梅島1-29-5 1953 事業型 足立梅島霊園
137 納骨堂 永昌院星霊廟堂 皿沼1-4-2 2002 寺院型
138 納骨堂 西光院納骨堂 千住曙町27-1 1957 寺院型
139 納骨堂 源信寺納骨堂 千住大川町40-6 1998 寺院型
140 納骨堂 慈眼寺納骨堂 千住1-2-9 1957 寺院型
141 納骨堂 長円時納骨堂 千住4-27-5 1958 寺院型
142 納骨堂 西光院墓地 中川3-21-20 1996 寺院型
143 納骨堂 長性寺納骨堂 西綾瀬3-19-19 1997 寺院型
144 納骨堂 理性院納骨堂 柳原2-5-1 1957 寺院型
145 個人墓地 伊藤家墓地 加平2-6 1981 個人
146 個人墓地 増田墓地 竹の塚7-9 1977 個人
147 個人共用墓地 薬師墓地 梅島2-2-24 1963 個人
148 法人墓地 地蔵院 宮城1-34-15 寺院型
149 法人墓地 圓通寺 舎人1-6-8 寺院型
150 法人墓地 久遠の里 大谷田2-3-35 事業型 みどりが丘墓苑
151 法人墓地 清流の里霊園 入谷8-17-14 事業型



葛飾区 業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 大円寺墓地 金町5-29-8 大円寺 1955/7/11 1955 寺院型
2 法人墓地 東江寺墓地 東金町2-515-2 東金町2-516-2 東江寺 1956/7/23 1956 寺院型
3 法人墓地 金蓮院墓地 東金町3-23-13 金蓮院 1956/7/27 1956 寺院型
4 法人墓地 金蓮院墓地 東金町3-2867-2 金蓮院 1976/8/12 1976 寺院型
5 納骨堂 金蓮院納骨堂 東金町3-23-13 金蓮院 1959/12/18 1959 寺院型
6 納骨堂 慈光山霊通寺「慈光東金町4-20-10 霊通寺 1985/10/8 1985 寺院型
7 法人墓地 瑞正寺墓地 東金町5-46-5 瑞正寺 1964/10/5 1964 寺院型
8 法人墓地 光増寺墓地 東金町6-20-17 光増寺 1955/7/11 1955 寺院型
9 納骨堂 光増寺納骨堂 東金町6-20-17 光増寺 1981/4/2 1981 寺院型
10 法人墓地 觀蔵寺墓地 東金町7-1-2 觀蔵寺 1959/4/17 1959 寺院型
11 法人墓地 源寿院「水元公園墓東金町8-215-1 源寿院 2001/3/6 2001 事業型 霊園 水元パークサイドメ 798.74
12 法人墓地 蓮光寺墓地 亀有1-25-31 蓮光寺 1954/8/24 1954 寺院型
13 法人墓地 香念寺墓地 亀有2-40-3 香念寺 1954/7/19 1954 寺院型
14 法人墓地 慈眼寺墓地 亀有2-54-15 慈眼寺 1954/8/24 1954 寺院型
15 法人墓地 祥雲寺墓地 亀有2-64-17 祥雲寺 1954/8/24 1954 寺院型
16 法人墓地 惠妙寺墓地 亀有3-58-1 惠妙寺 1954/8/24 1954 寺院型
17 法人墓地 光明寺墓地 亀有3-41-11 光明寺 1955/7/14 1955 寺院型
18 納骨堂 長永寺納骨堂 亀有5-19-13 長永寺 2001/10/22 2001 寺院型
19 法人墓地 見性寺墓地 亀有5-54-25 見性寺 1954/4/22 1954 寺院型
20 法人墓地 見性寺墓地 亀有5-54-25 見性寺 1954/4/22 1954 寺院型
21 法人墓地 善養寺墓地 西亀有3-43-5 善養寺 1954/8/24 1954 寺院型
22 法人墓地 西念寺墓地 新宿2-4-13 西念寺 1955/4/15 1955 寺院型
23 法人墓地 立増寺墓地 新宿2-10-20 立増寺 1955/4/12 1955 寺院型
24 法人墓地 立増寺墓地 新宿2-10-20 立増寺 1955/4/12 1955 寺院型
25 法人墓地 宝蓮寺墓地 新宿2-3253-1 新宿2-3253-2 宝蓮寺 1954/8/24 1954 寺院型
26 法人墓地 浄心寺墓地 新宿2-22-20 浄心寺 1955/4/12 1955 寺院型
27 納骨堂 浄心寺納骨堂 新宿2-22-20 浄心寺 1973/1/29 1973 寺院型
28 法人墓地 慶圓寺墓地 新宿5-5-2 慶圓寺 1956/7/27 1956 寺院型
29 法人墓地 良観寺墓地 柴又3-33-13 良観寺 1956/7/27 1956 寺院型
30 個人共用 共用墓地 柴又5-560 松下睿顕 1954/3/10 1954 寺院型
31 法人墓地 題経寺墓地 柴又5-10-3 題経寺 1956/7/23 1956 寺院型
32 法人墓地 題経寺墓地 柴又5-10-3 題経寺 1954/7/19 1954 寺院型
33 法人墓地 醫王寺墓地 柴又5-13-6 醫王寺 1959/4/17 1959 寺院型 医王寺墓地
34 法人墓地 萬福寺墓地 柴又6-1477 柴又6-1478-1 萬福寺 1961/7/4 1961 寺院型
35 法人墓地 眞勝院墓地 柴又7-5-28 眞勝院 1954/9/7 1954 寺院型
36 法人墓地 観蔵寺墓地 高砂5-742 高砂5-742 観蔵寺 1959/6/5 1959 寺院型
37 法人墓地 祟福寺墓地 高砂7-13-1 祟福寺 1954/9/7 1954 寺院型
38 法人墓地 大秀寺墓地 高砂7-13-4 大秀寺 1954/7/19 1954 寺院型
39 法人墓地 大秀寺墓地 高砂7-13-4 大秀寺 1956/7/27 1956 寺院型
40 法人墓地 源照寺墓地 高砂7-13-34 源照寺 1954/4/19 1954 寺院型
41 法人墓地 理昌院墓地 高砂7-24-25 理昌院 1954/9/7 1954 寺院型
42 法人墓地 聞明寺墓地 高砂7-24-28 聞明寺 1955/7/12 1955 寺院型
43 法人墓地 乗願寺墓地 高砂8-36-3 乗願寺 1954/7/19 1954 寺院型 乗顔寺墓地
44 法人墓地 遍照院墓地 水元5-5-33 遍照院 1956/7/23 1956 寺院型
45 法人墓地 遍照院墓地 水元5-5-33 遍照院 1955/7/18 1955 寺院型
46 法人墓地 南蔵院墓地 東水元2-28-25 南蔵院 1956/7/23 1956 寺院型
47 法人墓地 蓮蔵院墓地 東水元2-39-10 蓮蔵院 1955/7/11 1955 寺院型
48 法人墓地 長傅寺墓地 東水元3-16-11 長傅寺 1955/4/20 1955 寺院型
49 法人墓地 長傅寺墓地 東水元3-16-11 長傅寺 1956/7/23 1956 寺院型
50 法人墓地 延命寺墓地 東水元3-18-18 延命寺 1954/10/5 1954 寺院型
51 法人墓地 旧光増寺共同墓地 東水元5-33-17 遍照院 1982/10/14 1982 寺院型
52 法人墓地 安福寺墓地 西水元1-11 安福寺 1954/10/5 1954 寺院型 寺院 安福寺墓苑
53 法人墓地 安福寺墓地 西水元1-7-19 安福寺 1956/7/23 1956 寺院型 寺院 安福寺墓苑
54 法人墓地 宗教法人安福寺墓地西水元1-7-19 安福寺 1978/8/21 1978 寺院型
55 法人墓地 円蔵寺墓地 西水元3-17-7 円蔵寺 1955/7/18 1955 寺院型 圓蔵寺墓地
56 法人墓地 法林寺墓地 西水元6-14-18 法林寺 1955/7/18 1955 寺院型
57 法人墓地 法林寺墓地 西水元6-14-18 法林寺 1959/4/17 1959 寺院型
58 法人墓地 浄光院墓地 鎌倉1-31-4 浄光院 寺院型 淨光院墓地
59 法人墓地 輪福寺墓地 鎌倉3-46-17 輪福寺 寺院型
60 法人墓地 大珠印墓地 鎌倉4-4-3 大珠印 1974/10/3 1974 寺院型 大珠院墓地
61 法人墓地 宝泉寺墓地 青戸1-18-16 宝泉寺 1955/7/22 1955 寺院型
62 法人墓地 勝養寺墓地 青戸3-25-14 勝養寺 1955/7/22 1955 寺院型
63 法人墓地 法問寺墓地 青戸6-16-20 法問寺 1955/7/18 1955 寺院型
64 個人共用 長源寺墓地 青戸6-562 高橋彦太郎 寺院型
65 法人墓地 観音寺墓地 青戸6-200 青戸7-54,55,58 観音寺 1954/9/9 1954 寺院型
66 法人墓地 宝持院墓地 青戸8-18-18 青戸8-18-19 宝持院 1959/5/20 1959 寺院型
67 法人墓地 延命寺墓地 青戸8-24-29 延命寺 1955/7/22 1955 寺院型
68 法人墓地 浄泉寺墓地 白鳥1-10-6 浄泉寺 1954/9/25 1954 寺院型 寺院拡張 浄泉寺墓苑
69 法人墓地 延命寺墓地 白鳥4-13-30 白鳥4-13-23 延命寺 1953/3/23 1953 事業型 霊園 グリーンパーク葛飾 663.55 798
70 法人墓地 西光寺墓地 四つ木1-25-8 西光寺 1954/9/25 1954 寺院型
71 法人墓地 西光寺墓地 四つ木1-25-8 西光寺 1991/3/6 1991 寺院型
72 法人墓地 善福寺墓地 四つ木3-21-1 四つ木3-21-2,4 善福寺 1959/6/26 1959 寺院型
73 納骨堂 善福院密厳霊廟 四つ木3-4-29 善福院 1992/8/10 1992 寺院型
74 法人墓地 慈眼院墓地 四つ木4-19-33 慈眼院 1956/6/15 1956 寺院型
75 法人墓地 正行寺墓地 四つ木5-15-21 正行寺 1954/9/25 1954 寺院型
76 法人墓地 四つ木聖地苑 東四つ木1-1-13 眞昌寺 2003/8/5 2003 事業型 霊園 四つ木聖地苑 1977.22
77 法人墓地 浄光寺墓地 東四つ木1-5-9 浄光寺 寺院型
78 法人墓地 林柔寺墓地 東四つ木1-23-12 林柔寺 1956/11/12 1956 寺院型
79 公共墓地 元寺院境内共葬墓地東四つ木1-61 東京都 1996/12/17 1996 寺院型
80 法人墓地 西光寺墓地 宝町2-1-1 西光寺 1959/5/20 1959 寺院型
81 法人墓地 法善寺墓地 立石7-11-11 法善寺 1954/9/25 1954 寺院型
82 法人墓地 源寿院墓地 立石7-11-25 源寿院 1954/9/9 1954 寺院型
83 納骨堂 源寿院納骨堂 立石7-11-25 源寿院 1993/10/20 1993 寺院型
84 法人墓地 貞巖寺墓地 立石7-11-27 貞巖寺 寺院型
85 法人墓地 貞巖寺墓地 立石7-11-27 貞巖寺 寺院型
86 法人墓地 證願寺墓地 立石7-11-30 證願寺墓地 1956/8/7 1956 寺院型
87 納骨堂 證願寺納骨堂 立石7-11-30 證願寺 2000/3/15 2000 寺院型
88 法人墓地 徳念寺墓地 立石7-11-32 徳念寺 1955/5/13 1955 寺院型
89 法人墓地 西圓寺墓地 立石8-5-18 西円寺 1959/5/20 1959 寺院型
90 法人墓地 南蔵院墓地 立石8-40-25 南蔵院 1954/9/25 1954 寺院型
91 個人専用 菊田家墓地 東立石1-154 菊田彰司 1937/10/16 1937 寺院型
92 個人専用 江端家専用墓地 東立石1-194 江端静代 1986/11/13 1986 寺院型
93 法人墓地 正覚寺墓地 東立石1-20-2 東立石1-20-19 正覚寺 寺院型
94 法人墓地 眞禅寺墓地 東立石1-22-3 眞禅寺 寺院型
95 個人専用 正覚寺墓地 東立石4-577 佐野紋三郎 個人
96 個人専用 南蔵院墓地 東立石4-803 宮田善太郎、宮田元次郎 個人
97 個人専用 中村家墓地 東立石4-13 中村文芳 2000/3/31 2000 個人
98 法人墓地 照明寺墓地 新小岩3-19-6 照明寺 1959/6/5 1959 寺院型
99 法人墓地 照明寺墓地 新小岩3-19-6 照明寺 1964/6/5 1964 寺院型



100 納骨堂 照明寺納骨堂 新小岩3-19-6 照明寺 1977/11/11 1977 寺院型
101 法人墓地 正福寺墓地 東新小岩4-8-4 正福寺 寺院型
102 法人墓地 正福寺墓地 東新小岩4-8-4 正福寺 1955/7/18 1955 寺院型
103 法人墓地 信隆寺墓地 東新小岩6-15-11 信隆寺 1953/10/13 1953 寺院型
104 法人墓地 上品寺墓地 東新小岩7-8-2 上品寺 1956/4/30 1956 寺院型
105 法人墓地 上品寺墓地 東新小岩7-8-2 上品寺 寺院型
106 法人墓地 徳正寺墓地 西新小岩3-6-6 徳正寺 寺院型
107 法人墓地 東光寺墓地 西新小岩5-21-20 東光寺 1954/9/9 1954 寺院型
108 法人墓地 圓成寺墓地 西新小岩5-28-18 圓成寺 寺院型
109 法人墓地 東覚寺墓地 細田3-6-1 東覚寺 1999/11/26 1999 寺院型
110 法人墓地 宗念寺墓地 細田4-15-1 宗念寺 1955/7/18 1955 寺院型
111 法人墓地 妙厳寺墓地 奥戸3-28-10 妙厳寺 1959/5/20 1959 寺院型
112 法人墓地 旧西光院墓地 奥戸3-1205 妙厳寺 1959/6/26 1959 寺院型
113 法人墓地 妙法寺墓地 奥戸8-1-17 妙法寺 1956/1/12 1956 寺院型
114 法人墓地 宝蔵院墓地 奥戸8-5-19 宝蔵院 1954/9/9 1954 寺院型
115 法人墓地 宝蔵院墓地 奥戸8-5-19 宝蔵院 1954/9/27 1954 寺院型
116 法人墓地 専念寺墓地 奥戸8-10-19 専念寺 1954/9/25 1954 寺院型
117 法人墓地 極楽寺墓地 堀切2-25-21 極楽寺 寺院型
118 法人墓地 妙源寺墓地 堀切3-25-16 妙源寺 寺院型
119 法人墓地 宝性寺墓園 堀切4-54-2 宝性寺 1951/5/20 1951 寺院型
120 法人墓地 正王寺墓地 堀切5-46 正王寺 1956/1/12 1956 寺院型
121 法人墓地 正王寺墓地 堀切5-46 正王寺 1956/1/12 1956 寺院型
122 法人墓地 九品寺墓地 堀切6-22-16 九品寺 1955/7/22 1955 寺院型
123 法人墓地 普賢寺墓地 東堀切3-9-3 阿遮院 1955/7/22 1955 寺院型
124 法人墓地 正覚寺墓地 小菅1-3-1 正覚寺 1955/7/22 1955 寺院型
125 法人墓地 蓮昌寺墓地 小菅4-20-35 蓮昌寺 1956/8/7 1956 寺院型

126 法人墓地 延命寺墓地 白鳥4-13-23 延命寺 事業型 メモリアルパーク白鳥墓苑
127 法人墓地 積善寺 立石4-29-7 寺院型
128 法人墓地 正王寺　浄慶庵 堀切30-24 寺院型



江戸川区業種 墓地名 所在地１ 所在地２ 経営者 許可年月日 許可年 タイプ１ タイプ２ 名称 面積 区画
1 法人墓地 成就寺墓地 平井1-25-33 成就寺 1954/5/22 1954 寺院型
2 法人墓地 最勝寺 平井1-25-32 最勝寺 1954/5/22 1954 寺院型
3 法人墓地 日蓮宗大法寺墓地 平井1-25-37 大法寺 1954/5/22 1954 寺院型
4 法人墓地 善通寺 平井1-25-38 善通寺 1954/5/22 1954 寺院型
5 法人墓地 正養寺 平井6 △ 正養寺 1954/5/22 1954 寺院型
6 法人墓地 妙光寺 平井6-12-9 妙光寺 1954/5/22 1954 寺院型
7 法人墓地 燈明寺 平井6-17-30 燈明寺 1954/10/6 1954 寺院型
8 法人墓地 安養寺墓地 中央4-7-6 安養寺 1955/5/27 1955 寺院型
9 法人墓地 圓明寺 中央3-11-20 圓明寺 1957/3/8 1957 寺院型
10 法人墓地 光福寺 松島3 △ 光福寺 1955/5/20 1955 寺院型
11 法人墓地 東福院 松江3-38-18 東福院 1955/5/27 1955 寺院型
12 法人墓地 東善寺 東小松川2 東善寺 1954/5/22 1954 寺院型
13 法人墓地 永福寺 東小松川2-1-15 永福寺 1954/5/24 1954 寺院型
14 法人墓地 宝積院 東小松川2-1-16 宝積院 1954/5/24 1954 寺院型
15 法人墓地 壽光院所属墓地 東小松川2-5-11 壽光院 1954/5/22 1954 寺院型
16 法人墓地 西蓮寺 東小松川2-9-13 西蓮寺 1954/5/22 1954 寺院型
17 法人墓地 泉福寺 東小松川2-7-17 泉福寺 1954/5/22 1954 寺院型
18 法人墓地 源法寺 東小松川2-16-19 源法寺 1957/1/28 1957 寺院型
19 法人墓地 善照寺 東小松川3-3-19 善照寺 1954/5/22 1954 寺院型
20 法人墓地 正徳寺 東小松川3-10-17 正徳寺 1955/1/10 1955 寺院型
21 法人墓地 仲台院 西小松川町11-17 仲台院 1949/10/7 1949 寺院型 仲台院（西方寺）
22 法人墓地 圓福寺 西一之江3-28-13 圓福寺 1954/6/22 1954 寺院型
23 法人墓地 パーク江戸川セント西一之江3-12-9 林泉寺 2002/4/11 2002 事業型
24 法人墓地 宗教法人　法養寺 西一之江3-33-1 法養寺 1955/1/2 1955 寺院型
25 法人墓地 宗教法人　薬王寺 一之江5-17-4 薬王寺 1956/12/26 1956 寺院型
26 法人墓地 宗教法人　妙音寺 一之江5-8-30 妙音寺 1956/12/26 1956 寺院型
27 法人墓地 宗教法人　長勝寺 一之江6-19-15 長勝寺 1954/6/7 1954 寺院型
28 法人墓地 宗教法人　妙覚寺 一之江6-19-10 妙覚寺 1954/5/22 1954 寺院型
29 法人墓地 宗教法人　感応寺 一之江7-23-11 感応寺 1954/5/22 1954 寺院型
30 法人墓地 宗教法人　城立寺 春江町2-39-28 城立寺 1954/4/22 1954 寺院型
31 法人墓地 宗教法人　広済寺 春江町4-23 △ 広済寺 1954/5/22 1954 寺院型
32 法人墓地 證大寺　法輪御廟 春江町4-23-7 春江町4-23-8 證大寺 1984/7/25 1954 寺院型
33 法人墓地 宗教法人　泉福寺 東瑞江2-36-10 泉福寺 1954/5/22 1954 寺院型
34 法人墓地 宗教法人　安養寺 東瑞江2-50-2 安養寺 1955/5/2 1955 寺院型
35 法人墓地 宗教法人　大雲寺 西瑞江2-38-7 大雲寺 1954/5/22 1954 寺院型
36 法人墓地 宗教法人　不動院 江戸川1-22 不動院 Apr-48 1948 寺院型
37 法人墓地 宗教法人　明福寺 江戸川3-8 明福寺 寺院型
38 法人墓地 宗教法人　浄興寺 江戸川3-22-5 浄興寺 1954/5/22 1954 寺院型
39 法人墓地 宗教法人　金蔵寺 江戸川3-23-4 金蔵寺 1954/5/22 1954 寺院型
40 法人墓地 宗教法人　圓照寺 江戸川3-43-9 圓照寺 1954/5/22 1954 寺院型
41 法人墓地 宗教法人　誠心寺 江戸川3-50 誠心寺 1954/5/22 1954 寺院型
42 法人墓地 眞福寺墓地 江戸川4-23 眞福寺 1950/2/21 1950 寺院型
43 法人墓地 宗教法人　西光寺 江戸川4-24 西光寺 1954/5/22 1954 寺院型
44 法人墓地 蓮華寺墓地 江戸川6-4-11 蓮華寺 1949/6/17 1949 寺院型
45 法人墓地 妙勝寺寺有墓地 江戸川6-7-15 妙勝寺 1949/6/17 1949 寺院型
46 法人墓地 常龍寺 江戸川6-15 △ 常龍寺 1949/6/17 1949 寺院型
47 法人墓地 妙光寺 江戸川6-16-5 妙光寺 1949/6/17 1949 寺院型
48 法人墓地 宗教法人　妙泉寺 谷河内1 妙泉寺 1954/10/6 1954 寺院型
49 法人墓地 宗教法人　東養寺 東小岩2-5-9 東養寺 1956/2/28 1956 寺院型
50 法人墓地 萬福寺 東小岩2-2-4 萬福寺 1950/5/29 1950 寺院型
51 法人墓地 宗教法人　善養寺 東小岩2-24-2 善養寺 1956/1/18 1956 寺院型
52 法人墓地 圓蔵院墓地 南小岩6-16-28 圓蔵院 1960/10/18 1960 寺院型
53 法人墓地 宗教法人　宣要寺 北小岩2-37-15 宣要寺 1955/9/8 1955 寺院型
54 法人墓地 宗教法人　宝林寺 北小岩3-23-11 宝林寺 1955/8/26 1955 寺院型
55 法人墓地 宗教法人　本蔵寺 北小岩3-22-19 本蔵寺 1955/9/8 1955 寺院型
56 法人墓地 眞光院墓地 北小岩4-41-6 眞光院 1960/12/21 1960 寺院型
57 法人墓地 宗教法人　十念寺 北小岩3 十念寺 1955/10/14 1955 寺院型
58 法人墓地 善慶寺墓地 北小岩6-34-20 善慶寺 1961/4/22 1961 寺院型
59 法人墓地 正真寺墓地 北小岩7-27-5 正真寺 1959/7/25 1959 寺院型
60 法人墓地 宗教法人　円勝院 鹿骨1-25 円勝院 1956/4/12 1956 寺院型
61 法人墓地 宗教法人本城寺 鹿骨4-20-1 本城寺 1956/1/18 1956 寺院型
62 法人墓地 密蔵院墓地 鹿骨4-2-3 密蔵院 1991/2/4 1991 寺院型
63 法人墓地 宗教法人　無量寺 篠崎町3-5-15 無量寺 1956/2/28 1956 寺院型
64 法人墓地 宗教法人　西光寺 南篠崎町1-1-24 西光寺 1956/1/10 1956 寺院型
65 法人墓地 宗教法人　要法寺 北篠崎2-13-17 要法寺 1955/12/23 1955 寺院型
66 法人墓地 宗教法人　妙勝寺墓上篠崎1-23-14 妙勝寺 1959/7/25 1959 寺院型
67 法人墓地 法然寺 船堀2-10-10 法然寺 1949/6/17 1949 寺院型
68 法人墓地 光明寺墓地 船堀6-8-18 光明寺 1949/6/17 1949 寺院型
69 法人墓地 法龍寺墓地 船堀6-9-30 法龍寺 1949/6/17 1949 寺院型
70 法人墓地 宗教法人　勝漫寺 新堀1-9-12 勝漫寺 1954/10/6 1954 寺院型
71 法人墓地 称専寺墓地 東葛西1-38-22 称専寺 1949/6/17 1949 寺院型
72 法人墓地 梵音寺 東葛西2-28-16 梵音寺 1949/6/17 1949 寺院型
73 法人墓地 東善寺墓地 東葛西2-29-21 東善寺 1949/6/1 1949 寺院型
74 法人墓地 自性院墓地 東葛西2-30-20 自性院 1949/6/17 1949 寺院型
75 法人墓地 清光寺墓地 東葛西3-3-16 清光寺 1949/6/17 1949 寺院型
76 法人墓地 正圓寺墓地 東葛西3-4-22 正圓寺 1949/6/17 1949 寺院型
77 法人墓地 善徳寺墓地 東葛西3-9-17 善徳寺 1949/6/17 1949 寺院型
78 法人墓地 智光院 東葛西3-14-3 智光院 1954/4/15 1954 寺院型
79 法人墓地 眞蔵院墓地 東葛西4-38-9 眞蔵院 1949/6/17 1949 寺院型
80 法人墓地 曻覚寺墓地 東葛西7-23-17 曻覚寺 1949/6/17 1949 寺院型
81 法人墓地 安楽寺墓地 北葛西1-25-16 安楽寺 1949/6/17 1949 寺院型
82 法人墓地 法蓮寺墓地 北葛西4-5-18 法蓮寺 1949/6/17 1949 寺院型
83 法人墓地 龍光寺 北葛西4-22-9 龍光寺 1949/6/17 1949 寺院型
84 法人墓地 妙蓮寺墓地 中葛西1-5-14 妙蓮寺 1949/6/17 1949 寺院型
85 法人墓地 正応寺墓地 中葛西5-36-17 正応寺 寺院型 真言宗　正応寺
86 法人墓地 寿昌院 松本1-9-14 寿昌院 1956/2/8 1956 寺院型
87 法人墓地 光蔵寺 松本2-31-11 光蔵寺 1955/9/8 1955 寺院型
88 法人墓地 江戸川聖地霊園 松本2-15-1 長谷院 2003/3/31 2003 事業型 霊園 江戸川聖地霊園 1974.37
89 法人墓地 常福寺 上一色3-21-12 常福寺 1955/8/26 1955 寺院型
90 法人墓地 正蔵院 上一色3-3-30-17 △ 正蔵院 1956/11/12 1956 寺院型
91 法人墓地 光照寺 本一色3-16-28 光照寺 1956/5/29 1956 寺院型
92 法人墓地 宗教法人泰輝寺 東松本1-3-3 泰輝寺 1955/8/26 1955 寺院型
93 納骨堂 宗教法人深妙寺 平井4-17-2 深妙寺 1955/6/10 1955 寺院型
94 納骨堂 宗教法人　燈明寺 平井6-17-30 燈明寺 1956/6/7 1956 寺院型
95 納骨堂 圓明寺　納骨堂 中央3-11-20 圓明寺 1957/3/8 1957 寺院型
96 納骨堂 宗教法人国柱会 一之江6-19-18 国柱会 1956/6/4 1956 事業型 納骨堂 一之江・妙宗大霊廟
97 納骨堂 大護寺　納骨堂 西一之江4-1223 大護寺 1993/10/20 1993 寺院型
98 納骨堂 遍照の塔 北小岩7-10-10 唐泉寺 1996/3/25 1996 寺院型
99 納骨堂 十念寺　納骨堂 北小岩5-27-10 十念寺 1998/3/26 1998 寺院型
100 納骨堂 安養寺納骨堂・会館東瑞江2-50-2 安養寺 2005/1/26 2005 寺院型



西多摩 業種 墓地名 所在地 経営者 許可年月日 許可年 タイプ 名称 面積 区画
1 法人墓地 土手院墓地 福生市熊川22-1
2 法人墓地 福生院墓地 福生市熊川700
3 法人墓地 長徳寺墓地 福生市福生607-2
4 法人墓地 長徳寺墓地 福生市福生1083
5 法人墓地 清岩院墓地 福生市志茂381
6 法人墓地 福生墓苑 福生市福生1183-1
7 法人墓地 禅林寺墓地 羽村市羽82
8 法人墓地 禅福寺墓地 羽村市羽中4-642-3
9 法人墓地 宗禅寺墓地 羽村市川崎2-171-1
10 法人墓地 宗教法人　一峰院墓地 羽村市羽加美4-1193-イ
11 法人墓地 円福寺墓地 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎128
12 法人墓地 宗教法人　福正寺墓地 西多摩郡瑞穂町殿ケ谷1128
13 法人墓地 福泉寺墓地 西多摩郡瑞穂町高根80
14 法人墓地 東善院墓地 西多摩郡長岡1-29-1
15 法人墓地 延命寺墓地 青梅市青梅81
16 法人墓地 延命寺墓地 青梅市青梅25-2
17 法人墓地 金剛寺墓地 青梅市天ヶ瀬1027
18 法人墓地 梅岩寺墓地 青梅市青梅230-4
19 法人墓地 常保寺墓地 青梅市青梅1317
20 法人墓地 宗教法人　清寶院墓地（セ 青梅市青梅1369-1
21 法人墓地 東光寺墓地 青梅市青梅1219
22 法人墓地 光明寺墓地 青梅市東青梅6-67
23 法人墓地 東圓寺墓地 青梅市河辺3-1065-1
24 法人墓地 林川寺墓地 青梅市河辺1124
25 法人墓地 聚徳院墓地（ジュウトク） 青梅市千ヶ瀬476
26 法人墓地 宗建寺墓地 青梅市千ヶ瀬732
27 法人墓地 乗願寺墓地 青梅市勝沼115
28 法人墓地 真浄寺墓地 青梅市谷野192
29 法人墓地 焔羅寺墓地 青梅市谷野167
30 法人墓地 霞台墓地 青梅市大門359
31 法人墓地 大東霊園 青梅市今井2440-96
32 法人墓地 正福寺墓地 青梅市今井1033
33 法人墓地 薬王寺墓地 青梅市今井2515
34 法人墓地 長昌寺光華園 青梅市成木3-3
35 法人墓地 蜆沢院墓地 青梅市成木8-165
36 法人墓地 長全寺墓地 青梅市上成木303
37 法人墓地 新福寺墓地 青梅市上成木1023
38 法人墓地 常福寺墓地 青梅市上成木1193
39 法人墓地 延命寺墓地 青梅市上成木888
40 法人墓地 長蔵寺墓地 青梅市上成木1865
41 法人墓地 高岩寺墓地 青梅市上成木852
42 法人墓地 紫雲院大多摩霊園 青梅市下成木558
43 法人墓地 安楽寺墓地 青梅市下成木584
44 法人墓地 長泉院墓地 青梅市二俣尾4-1066
45 法人墓地 正明院墓地 青梅市二俣尾489
46 法人墓地 泉蔵院墓地 青梅市二俣尾784
47 法人墓地 高源寺墓地 青梅市二俣尾1672
48 法人墓地 即清寺墓地 青梅市柚木1-5
49 法人墓地 忠堂院墓地 青梅市柚木3-670-3
50 法人墓地 慈恩寺墓地 青梅市沢井352-2
51 法人墓地 東光寺墓地 青梅市沢井334-3
52 法人墓地 大聖院墓地 青梅市梅郷6-1541-1
53 法人墓地 地蔵院墓地 青梅市畑中585
54 法人墓地 徳昌寺墓地 青梅市和田428
55 法人墓地 大本奧多摩分苑 青梅市和田715
56 法人墓地 天澤院墓地 青梅市下525-2
57 法人墓地 大聖院墓地 青梅市下1543
58 法人墓地 聞修院墓地 青梅市小曽木1604
59 法人墓地 正澤寺墓地 青梅市北小曽木493
60 法人墓地 天理教西多摩分教会 青梅市南小曽木2578-3
61 法人墓地 福昌寺墓地 青梅市南小曽木3-1864
62 法人墓地 東禅寺墓地 青梅市新町417
63 法人墓地 宗徳寺墓地 青梅市西分45-5
64 法人墓地 宗泉寺墓地 青梅市吹上386
65 法人墓地 宝泉寺墓地 青梅市藤橋100
66 法人墓地 天寧寺墓地 青梅市根ヶ布445
67 法人墓地 玉泉寺墓地 青梅市下長渕299
68 法人墓地 天理教武西分墓地 青梅市日向和田1-102-2
69 法人墓地 明白院墓地 青梅市日向和田397-1-2
70 法人墓地 妙光院墓地 青梅市師岡1525-2
71 法人墓地 花蔵院墓地 青梅市友田4-199-1
72 法人墓地 常福寺墓地 青梅市富岡3-1107
73 法人墓地 寿香寺墓地 青梅市駒木町3-583
74 法人墓地 聞修院墓地 青梅市黒沢3-1593-3
75 法人墓地 報恩寺墓地 青梅市今寺539
76 法人墓地 塩舟寺墓地 青梅市塩船118
77 法人墓地 龍雲寺墓地 青梅市黒沢1-563-2
78 法人墓地 東京塩船霊園 青梅市塩船126-2の一部
79 法人墓地 浄弘寺墓地 青梅市河辺町8-19-7
80 法人墓地 妙光寺墓地 青梅市千ヶ瀬町4-580-5
81 法人墓地 蓮華墓苑 青梅市成木1-733-1
82 法人墓地 慈眼寺墓地 西多摩郡奧多磨町氷川1292
83 法人墓地 寿清院 西多摩郡奧多磨町氷川1873-8
84 法人墓地 正法院墓地 西多摩郡奧多磨町棚沢266
85 法人墓地 輪光院墓地 西多摩郡奧多磨町大丹波942-2 
86 法人墓地 丹叟院墓地 西多摩郡奧多磨町小丹波520
87 法人墓地 長福寺 西多摩郡奧多磨町丹三郎231
88 法人墓地 蟠龍院墓地 西多摩郡奧多磨町川井486
89 法人墓地 本源寺墓地 西多摩郡奧多磨町白丸126
90 法人墓地 浄光院墓地 西多摩郡奧多磨町川野264
91 法人墓地 宝珠庵墓地 西多摩郡奧多磨町梅沢143
92 法人墓地 普門寺 西多摩郡奧多磨町留浦1279-6
93 法人墓地 普門寺共有墓地 西多摩郡奧多磨町留浦1279-5
94 法人墓地 奥多摩霊園 西多摩郡奧多磨町梅沢131-2
95 法人墓地 向雲寺墓地 西多摩郡奧多磨町梅沢454
96 法人墓地 周慶院霊園 西多摩郡奧多磨町氷川1510-3
97 法人墓地 周慶院霊園 西多摩郡奧多磨町氷川324-2
98 法人墓地 西光寺墓地 あきる野市雨間大字東郷1077
99 法人墓地 地蔵院墓地 あきる野市雨間大字東郷1109



100 法人墓地 金松寺墓地 あきる野市下代継337-2
101 法人墓地 宗教法人　玉泉寺 あきる野市二ノ宮1050
102 法人墓地 宗教法人　福徳寺 あきる野市牛沼西竜ヶ崎74-1
103 法人墓地 　　　　　　　外二十五人持あきる野市平沢734
104 法人墓地 珠陽院 あきる野市瀬戸丘508
105 法人墓地 新開院墓地 あきる野市野辺寺中440
106 法人墓地 普門寺墓地 あきる野市野辺449
107 法人墓地 林泉墓地 あきる野市小川字小仲653-2
108 法人墓地 宗教法人　寶清寺 あきる野市小川字荒川100
109 法人墓地 宗教法人　法林寺 あきる野市小川寺中900
110 法人墓地 宗教法人　慈眼清寺 あきる野市小川下久保485
111 法人墓地 宗教法人　寶泉寺 あきる野市引田678
112 法人墓地 宗教法人　観音寺 あきる野市渕ノ上355
113 法人墓地 金松寺墓地 あきる野下代継339
114 法人墓地 宗教法人　真城寺 あきる野下代継345
115 法人墓地 宗教法人　福徳寺 あきる野市油平245
116 法人墓地 陽向寺墓地 あきる野市草花2538
117 法人墓地 陽向寺墓地 あきる野市草花2770
118 法人墓地 慈勝寺外七七人 あきる野市草花1804
119 法人墓地 草花村森山組 あきる野市草花498
120 法人墓地 長泉寺外十人 あきる野市草花字羽ヶ田2965
121 法人墓地 慈勝寺 あきる野市草花字草花1804
122 法人墓地 宝蔵寺墓地 あきる野市菅生字尾崎411
123 法人墓地 　　　　　　　外二十一人持あきる野市菅生字四軒在家618
124 法人墓地 蔵守院墓地 あきる野市菅生1768
125 法人墓地 宝蔵寺墓地 あきる野市菅生字尾崎268-1
126 法人墓地 知恩協会　西多摩霊園 あきる野市菅生687
127 法人墓地 万寿山霊園 あきる野市菅生字中1402
128 法人墓地 花蔵院墓地 あきる野市草花1727
129 法人墓地 大行寺墓地 あきる野市草花3037
130 法人墓地 草花霊園 あきる野市草花四ヶ各戸1729
131 法人墓地 宗教法人　福徳寺 あきる野市牛沼西竜ヶ崎75-11
132 法人墓地 旧長泉寺墓地 あきる野市草花2966-3
133 法人墓地 秋川薬師霊苑 あきる野市引田865-1
134 法人墓地 本門仏立宗清流寺　清流墓苑あきる野市草花字折立下夕平1993-39
135 法人墓地 稲足神社神道霊園 あきる野市菅生字下870-5
136 法人墓地 明光院墓地 あきる野市乙津1858
137 法人墓地 宗教法人　廣徳寺墓地 あきる野市五日市小和田513
138 法人墓地 宗教法人　楞嚴寺 あきる野市五日市上入野577
139 法人墓地 徳蔵寺墓地 あきる野市五日市上入野28
140 法人墓地 大光寺外一八人 あきる野市高尾字上ケ谷戸216-2
141 法人墓地 地蔵院外二人 あきる野市留原48
142 法人墓地 眞光院墓地 あきる野市深沢22
143 法人墓地 正光寺墓地 あきる野市舘谷66
144 法人墓地 端雲寺墓地 あきる野市山田字観音平495
145 法人墓地 福寿院墓地 あきる野市三内字小机平603
146 法人墓地 明光寺墓地 あきる野市伊奈1442
147 法人墓地 明光寺墓地 あきる野市伊奈1464
148 法人墓地 松岩寺墓地 あきる野市伊奈字北伊奈372
149 法人墓地 廣徳寺外二十四人 あきる野市小和田字寺の入515
150 法人墓地 宗教法人　玉泉寺 あきる野市五日市小庄1189
151 法人墓地 宗教法人　普光寺 あきる野市戸倉字星竹1057
152 法人墓地 宗教法人　光嚴寺　第二墓地あきる野市戸倉字城山428
153 法人墓地 宗教法人　光嚴寺　第一墓地あきる野市戸倉字上田329
154 法人墓地 宗教法人　開光院 あきる野市五日市609
155 法人墓地 禅昌寺墓地 あきる野市綱代241-2
156 法人墓地 禅昌寺墓地 あきる野市綱代297-2
157 法人墓地 徳蔵院墓地 あきる野市小倉25-2
158 法人墓地 宗教法人　陽谷院 あきる野市乙津字青木平1058
159 法人墓地 宗教法人　徳雲院 あきる野市乙津字下川原512
160 法人墓地 龍珠寺墓地 あきる野市乙津字乙津1426
161 法人墓地 龍珠寺墓地 あきる野市乙津字乙津1413
162 法人墓地 玉林寺墓地 あきる野市五日市924-1
163 法人墓地 カトリック五日市霊園 あきる野市伊奈字上ノヶ谷戸50-1
164 法人墓地 宝樹寺墓地 西多磨郡日の出町平井2658
165 法人墓地 宝光寺墓地 西多磨郡日の出町平井3393
166 法人墓地 宗剱寺墓地 西多磨郡日の出町平井字中野2274
167 法人墓地 東光寺墓地 西多磨郡日の出町平井字谷の入3966
168 法人墓地 保寿寺墓地 西多磨郡日の出町大久野8263
169 法人墓地 宝鏡寺墓地 西多磨郡日の出町大久野字幸神2142
170 法人墓地 西福寺多摩聖地霊園 西多磨郡日の出町大久野7007-2
171 法人墓地 西多磨郡日の出町大久野字肝要4319
172 法人墓地 宗教法人　慶福寺 西多磨郡日の出町大久野字肝要4172
173 法人墓地 宗教法人　慶福寺 西多磨郡日の出町大久野字肝要4158
174 法人墓地 西多磨郡日の出町大久野字松尾4579
175 法人墓地 西多磨郡日の出町大久野字岩井2808-3
176 法人墓地 西多磨郡日の出町大久野字新井2232
177 法人墓地 西多磨郡日の出町大久野字新井2247
178 法人墓地 西光寺墓地 西多磨郡日の出町平井字西本宿346
179 法人墓地 常福寺墓地 西多磨郡日の出町平井字宮本3688
180 法人墓地 松澤寺墓地 西多磨郡日の出町大久野字松尾4505
181 法人墓地 光明寺墓地 西多磨郡日の出町大久野字平尾3509
182 法人墓地 清源寺墓地 西多磨郡日の出町大久野字羽生1350
183 法人墓地 保泉院墓地 西多磨郡日の出町平井869-1
184 法人墓地 宗教法人　玉伝寺　和田組 西多磨郡檜原村字人里1663
185 法人墓地 宗教法人　玉伝寺　勇泉寺外西多磨郡檜原村字人里2211
186 法人墓地 宗教法人　玉伝寺　檜原村事西多磨郡檜原村字人里1706
187 法人墓地 宗教法人　玉伝寺　檜原村 西多磨郡檜原村字人里2021
188 法人墓地 宗教法人　玉伝寺　上川乗 西多磨郡檜原村字南郷1401
189 法人墓地 檜原村小岩組 西多磨郡檜原村字樋里4332
190 法人墓地 宗教法人　吉祥寺 西多磨郡檜原村字三都郷2800
191 法人墓地 宗教法人　吉祥寺 西多磨郡檜原村字三都郷3067
192 法人墓地 宗教法人　吉祥寺 西多磨郡檜原村字南郷972
193 法人墓地 宗教法人　西光寺 西多磨郡檜原村字南郷1059
194 法人墓地 宗教法人　法性寺 西多磨郡檜原村字下元郷151
195 法人墓地 宗教法人　徳泉寺 西多磨郡檜原村字神戸7956-1
196 法人墓地 宗教法人　吉祥寺 西多磨郡檜原村字本宿484
197 法人墓地 宗教法人　玉伝寺　宝積寺外西多磨郡檜原村字数馬2472
198 法人墓地 人里墓地 西多磨郡檜原村字人里1870
199 法人墓地 日本福音教団小岩霊園 西多磨郡檜原村字樋口4388-2



200 法人墓地 社会福祉法人緑水会　檜原墓西多磨郡檜原村字人里2263-1
201 法人墓地 青梅市墓地公園 青梅市下長渕742-1
202 法人墓地 町営墓地 西多摩郡奧多磨町氷川784-2
203 法人墓地 町営墓地 西多磨郡日原870-イ
204 法人墓地 羽村市富士見霊園 羽村市羽字武蔵野4174
205 法人墓地 石畑財産区墓地 西多磨郡瑞穂町大字石畑字峯田2330-1



八王子 業種 墓地名 所在地 経営者 許可年月日 許可年 タイプ 名称 面積 区画
1 法人墓地 西蓮寺墓地 八王子市石川町14番
2 法人墓地 西蓮寺墓地 八王子市石川町344番2
3 法人墓地 西蓮寺墓地 八王子市石川町11番
4 法人墓地 西蓮寺墓地 八王子市石川町17番
5 法人墓地 相即寺墓地 八王子市泉町1132番
6 法人墓地 相即寺墓地 八王子市泉町1159番
7 法人墓地 相即寺墓地 八王子市泉町1132番
8 法人墓地 帝釈天むさしの霊園 八王子市犬目町682番1
9 法人墓地 安養寺墓地 八王子市犬目町1078番
10 法人墓地 安養寺墓地 八王子市犬目町1653番
11 法人墓地 聖クララ墓地 八王子市犬目町922番
12 法人墓地 延立寺墓地 八王子市犬目町670番
13 法人墓地 宇津木台霊園 八王子市宇津木町921番
14 法人墓地 宇津木台霊園 八王子市宇津木町925番
15 法人墓地 宇津木台霊園 八王子市宇津木町1016番
16 法人墓地 長昌寺墓地 八王子市梅坪町339番
17 法人墓地 梅洞寺墓地 八王子市打越町152番
18 法人墓地 梅洞寺墓地 八王子市打越町1369番
19 法人墓地 福昌寺墓地 八王子市宇津貫町1129番
20 法人墓地 宗教法人法華寺 八王子市宇津貫町877番4
21 法人墓地 常林寺墓地 八王子市裏高尾町1137番4
22 法人墓地 常林寺墓地 八王子市裏高尾町1121番1
23 法人墓地 宝珠寺墓地 八王子市裏高尾町1774番
24 法人墓地 本立寺墓地 八王子市上野町7番2
25 法人墓地 金剛院墓地 八王子市上野町38番
26 法人墓地 金剛院墓地 八王子市上野町39番7
27 法人墓地 法蓮寺墓地 八王子市上野町11番
28 法人墓地 龍光寺大谷墓地 八王子市大谷町381番
29 法人墓地 龍谷寺墓地 八王子市大谷町669番5
30 法人墓地 富士見台霊園 八王子市大谷町1000番
31 法人墓地 富士見台霊園 八王子市大谷町1003番
32 法人墓地 東光寺墓地 八王子市大和田町4-1803番
33 法人墓地 大泉寺墓地 八王子市大和田町7-2220番6
34 法人墓地 法心寺墓地 八王子市小津町429番
35 法人墓地 法心寺墓地 八王子市小津町460番
36 法人墓地 最照寺墓地 八王子市大塚520番
37 法人墓地 清鏡寺墓地 八王子市大塚380番
38 法人墓地 芳心院墓地 八王子市大塚1710番9
39 法人墓地 日本ホーリネス教団立川栄町教会墓地 八王子市大塚474番2
40 法人墓地 宝勝寺墓地 八王子市大船町36番
41 法人墓地 極楽寺墓地 八王子市大横町43番
42 法人墓地 極楽寺墓地 八王子市大横町49番
43 法人墓地 福全院墓地 八王子市大横町62番3
44 法人墓地 宝樹寺墓地 八王子市大横町68番2
45 法人墓地 宝印寺墓地 八王子市加住町1-256番
46 法人墓地 宝印寺墓地 八王子市加住町1-396番2
47 法人墓地 乗泉寺墓地 八王子市加住町1-487番
48 法人墓地 大乗寺墓地 八王子市加住町1-415番
49 法人墓地 龍源寺墓地 八王子市加住町2-53番1
50 法人墓地 八王子長江寺霊園 八王子市加住町2-299番
51 法人墓地 八王子道玄霊園 八王子市加住町2-395番2
52 法人墓地 多摩八王子霊苑 八王子市加住町2-398番
53 法人墓地 龍泉寺墓地 八王子市上恩方町2519番
54 法人墓地 龍泉寺墓地 八王子市上恩方町4287番
55 法人墓地 皎月院墓地 八王子市上恩方町3番
56 法人墓地 福源寺墓地 八王子市上恩方町3875番
57 法人墓地 卿慶寺墓地 八王子市上恩方町1044番
58 法人墓地 卿慶寺墓地 八王子市上恩方町1039番
59 法人墓地 卿慶寺墓地 八王子市上恩方町1037番
60 法人墓地 卿慶寺墓地 八王子市上恩方町1032番
61 法人墓地 八王子上川霊園 八王子市上川町1589番
62 法人墓地 良泉寺墓地 八王子市上恩方町882番
63 法人墓地 三光院墓地 八王子市上川町3127番
64 法人墓地 正福寺墓地 八王子市上川町324番
65 法人墓地 正福寺墓地 八王子市上川町376番
66 法人墓地 正福寺墓地 八王子市上川町4108番
67 法人墓地 福寿寺墓地 八王子市上川町3691番
68 法人墓地 福寿寺墓地 八王子市上川町3890番
69 法人墓地 福寿寺墓地 八王子市上川町3901番2
70 法人墓地 福寿寺墓地 八王子市上川町3995番
71 法人墓地 圓福寺 八王子市上川町2220番
72 法人墓地 大仙寺墓地 八王子市上川町3504番
73 法人墓地 真照寺墓地 八王子市川町459番
74 法人墓地 八王子聖地霊園 八王子市川町325番5
75 法人墓地 八王子青葉霊園 八王子市川町348番2
76 法人墓地 長楽寺墓地 八王子市川口町338番
77 法人墓地 龍正寺墓地 八王子市川口町659番
78 法人墓地 延寿院墓地 八王子市川口町1325番1
79 法人墓地 法蓮寺墓地 八王子市川口町2467番
80 法人墓地 長福寺墓地 八王子市川口町2723番
81 法人墓地 斟珠寺墓地 八王子市片倉町87番6
82 法人墓地 片倉霊園慈眼寺墓地 八王子市片倉町939番6
83 法人墓地 慈眼寺墓地 八王子市片倉町933番
84 法人墓地 慈眼寺墓地 八王子市片倉町927番1
85 法人墓地 松門院墓地 八王子市片倉町212番1
86 法人墓地 （宗）大無量寺片倉聖地霊園 八王子市片倉町1919番1
87 法人墓地 西光寺墓地 八王子市上柚子14号1546番
88 法人墓地 西光寺墓地 八王子市上柚子7号566番
89 法人墓地 天龍寺墓地 八王子市北野町532番1
90 法人墓地 光照寺墓地 八王子市絹ヶ丘3-8-1
91 法人墓地 玉泉寺墓地 八王子市越野6-752番
92 法人墓地 東福寺墓地 八王子市小宮町1123番4
93 法人墓地 東福寺墓地 八王子市小宮町1120番1
94 法人墓地 圓通寺墓地 八王子市小宮町1123番4
95 法人墓地 長慶寺墓地 八王子市小比企町1319番
96 法人墓地 大林寺墓地 八王子市小比企町1373番
97 法人墓地 興林寺墓地 八王子市子安町5番1
98 法人墓地 眞覚寺墓地 八王子市散田町5-46番
99 法人墓地 妙経寺墓地 八王子市散田町5-1310番1



100 法人墓地 宝生寺墓地 八王子市下恩方町1425
101 法人墓地 浄福寺墓地 八王子市下恩方町1364
102 法人墓地 浄福寺墓地 八王子市下恩方町3260
103 法人墓地 医王寺墓地 八王子市下恩方町138番
104 法人墓地 心源院墓地 八王子市下恩方町3398番
105 法人墓地 心源院墓地 八王子市下恩方町1976番
106 法人墓地 称賛寺墓地 八王子市下恩方町2023番9
107 法人墓地 法妙寺城山霊園 八王子市下恩方町2014番1
108 法人墓地 永林寺墓地 八王子市下柚子1号7番
109 法人墓地 興岳寺墓地 八王子市千人町1-3番11
110 法人墓地 興岳寺墓地 八王子市千人町1-2番10
111 法人墓地 宗各院墓地 八王子市千人町2-25番4
112 法人墓地 宗各院墓地 八王子市千人町3-37番2
113 法人墓地 大蔵院墓地 八王子市平町250番
114 法人墓地 大蔵院墓地 八王子市平町241番1
115 法人墓地 法泉寺墓地 八王子市大楽寺町85番
116 法人墓地 長円寺墓地 八王子市大楽寺町282番
117 法人墓地 西蓮寺墓地 八王子市大楽寺町560番
118 法人墓地 円通寺墓地 八王子市高月町1154番
119 法人墓地 円通寺墓地 八王子市高月町1155番
120 法人墓地 円通寺墓地 八王子市高月町1156番
121 法人墓地 円通寺墓地 八王子市高月町1168番
122 法人墓地 円通寺墓地 八王子市高月町2158番
123 法人墓地 宗徳寺墓地 八王子市滝山町1-488番
124 法人墓地 小林寺墓地 八王子市滝山町2-663番
125 法人墓地 浄泉寺墓地 八王子市館町1233番
126 法人墓地 宝泉寺八王子南霊園 八王子市館町345番
127 法人墓地 宝泉寺新八王子南霊園 八王子市館町425番1
128 法人墓地 竜見寺墓苑 八王子市館町1641番
129 法人墓地 青龍苑 八王子市丹木町2-359番3
130 法人墓地 信松院墓地 八王子市台町3-172番
131 法人墓地 信松院墓地 八王子市台町3-107番
132 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町2202番
133 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町2161番1
134 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町2178番
135 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町3064番1
136 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町2199番
137 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町2188番
138 法人墓地 薬王院墓地 八王子市高尾町2475番
139 法人墓地 直入院第二墓地 八王子市寺田町1345番
140 法人墓地 東本願寺八王子の杜公園墓地 八王子市廿里町51番
141 法人墓地 中央霊園 八王子市戸吹町185番1
142 法人墓地 中央霊園 八王子市戸吹町187番2
143 法人墓地 無量寺墓地 八王子市戸吹町2029番
144 法人墓地 無量寺墓地 八王子市戸吹町1984番2
145 法人墓地 八王子市甲の原墓地 八王子市中野町2647番8
146 法人墓地 喜福寺墓地 八王子市中野山王2041番
147 法人墓地 喜福寺墓地 八王子市中野山王2042番
148 法人墓地 白道霊苑 八王子市中野山王2-659番
149 法人墓地 龍泉寺墓地 八王子市長房町11番1
150 法人墓地 龍泉寺墓地 八王子市長房町13番
151 法人墓地 高尾墓園 八王子市長房町1074番
152 法人墓地 高尾墓園 八王子市長房町1088番6
153 法人墓地 長泉寺墓地 八王子市長房町1253番2
154 法人墓地 慈眼寺墓地 八王子市長房町1409番
155 法人墓地 吉祥院墓地 八王子市長房町59番2
156 法人墓地 東照寺墓地 八王子市長房町1263番3
157 法人墓地 曹洞宗　永昌院墓地 八王子市中山433番
158 法人墓地 長安寺墓地 八王子市並木町510番
159 法人墓地 宝生寺墓地 八王子市西寺方町1000番
160 法人墓地 観栖寺墓地 八王子市西寺方町220番2
161 法人墓地 霊照庵 八王子市西寺方町570番2
162 法人墓地 浅川霊園 八王子市西浅川142番
163 法人墓地 浄光の森聖地 八王子市弐分方町179
164 法人墓地 高楽寺墓地 八王子市狭間町1866番
165 法人墓地 真福寺墓地（高尾やすらぎ霊園） 八王子市狭間町1927番
166 法人墓地 大光寺墓地 八王子市初沢町1351番
167 法人墓地 高尾墓園 八王子市初沢町1389番5
168 法人墓地 高尾墓園 八王子市初沢町1430番
169 法人墓地 高尾墓園 八王子市初沢町1442番
170 法人墓地 高尾墓園 八王子市初沢町1400番
171 法人墓地 興福寺墓地 八王子市東浅川町755番
172 法人墓地 善徳寺墓地 八王子市東中野20号1408番
173 法人墓地 了法寺墓地 八王子市日吉町85番2
174 法人墓地 蓮生寺墓地 八王子市別所3号224番2
175 法人墓地 第2蓮生寺墓地 八王子市別所3号224番1
176 法人墓地 保井寺墓地 八王子市堀ノ内550番
177 法人墓地 メモリアルガーデン多摩 八王子市堀ノ内1044番
178 法人墓地 善照寺墓地 八王子市堀ノ内2499番
179 法人墓地 禅東院墓地 八王子市本町58番
180 法人墓地 常福地墓地 八王子市宮下町356番
181 法人墓地 最教寺墓地 八王子市宮下町144番4
182 法人墓地 美山霊園 八王子市美山町631番
183 法人墓地 乾晨寺霊園墓地 八王子市美山町1493番 他
184 法人墓地 福寿寺墓地 八王子市美山町1850番
185 法人墓地 宝生寺墓地 八王子市美山町2166番
186 法人墓地 丸山墓地 八王子市緑町83番
187 法人墓地 直入院墓地 八王子市緑町231番7
188 法人墓地 福伝寺墓地 八王子市緑町231番6
189 法人墓地 八王子市緑町霊園 八王子市緑町222番
190 法人墓地 春泉寺墓地 八王子市南浅川町3094番2
191 法人墓地 高乗寺墓地 八王子市南浅川町3126番1
192 法人墓地 南浅川同和霊園 八王子市南浅川町3887番
193 法人墓地 谷川霊園 八王子市南浅川町4150番
194 法人墓地 出雲霊園 八王子市南浅川町4160番
195 法人墓地 あずさ霊園 八王子市南浅川町4202番
196 法人墓地 八王子市南多摩都市霊園 八王子市南大沢3-1999番2
197 法人墓地 廣妙寺墓地 八王子市南大沢4-1536番1
198 法人墓地 福伝寺墓地 八王子市明神町4-2番
199 法人墓地 西光寺墓地 八王子市元八王子2-1276番



200 法人墓地 東京霊園 八王子市元八王子2-1624番
201 法人墓地 東京都八王子霊園 八王子市元八王子3-2534番
202 法人墓地 南多摩霊園 八王子市元八王子3-2383番
203 法人墓地 第二南多摩霊園 八王子市元八王子3-2354番
204 法人墓地 宗関寺墓地 八王子市元八王子3-2555番
205 法人墓地 宗関寺墓地 八王子市元八王子3-2680番
206 法人墓地 妙観寺墓地 八王子市元八王子3-3152番
207 法人墓地 八王子浄苑 八王子市元八王子3-2387番
208 法人墓地 專念寺墓地 八王子市元横山町2-24番9
209 法人墓地 專念寺墓地 八王子市元横山町2-24番2
210 法人墓地 大義寺墓地 八王子市元横山町2-34番8
211 法人墓地 妙薬寺墓地 八王子市元横山町2-365番
212 法人墓地 善竜寺墓地 八王子市元本郷町1-222番
213 法人墓地 善能寺墓地 八王子市元本郷町1-231番
214 法人墓地 龍光寺墓地 八王子市谷野町791番
215 法人墓地 西笑院墓地 八王子市山田町1531番
216 法人墓地 同證院墓地 八王子市山田町1592番
217 法人墓地 慶泉院墓地 八王子市山田町1599番
218 法人墓地 広園寺墓地 八王子市山田町1598番
219 法人墓地 広園寺墓地 八王子市山田町1611番2
220 法人墓地 雲龍寺墓地 八王子市山田町1686番2
221 法人墓地 永明院墓地 八王子市山田町1621番
222 法人墓地 永泉寺墓地 八王子市鑓水101番2
223 法人墓地 永泉寺墓地 八王子市鑓水100番
224 法人墓地 絹の丘霊園 八王子市鑓水411番1
225 法人墓地 大法寺墓地 八王子市鑓水1240番1
226 法人墓地 長心寺墓地 八王子市万町2番3
227 法人墓地 観音寺墓地 八王子市万町125番4
228 法人墓地 東源寺墓地 八王子市万町107番



業種 墓地名 所在地 経営者 許可年月日 許可年 タイプ 名称 面積 区画
1 法人墓地 観音寺墓地 昭島市大神町1-509
2 法人墓地 観音寺墓地 昭島市大神町1-508
3 法人墓地 観音寺墓地 昭島市大神町1-510
4 法人墓地 観音寺墓地 昭島市大神町1-512-1
5 法人墓地 観音寺墓地 昭島市大神町3-213
6 法人墓地 竜田寺墓地 昭島市上川原町151-1
7 法人墓地 竜田寺墓地 昭島市上川原町186-1
8 法人墓地 宝積寺墓地（1） 昭島市郷地1-405
9 法人墓地 宝積寺墓地（1） 昭島市郷地1-458
10 法人墓地 宝積寺墓地（2） 昭島市郷地1-406
11 法人墓地 宝積寺墓地（2） 昭島市郷地1-407
12 法人墓地 宝積寺墓地（2） 昭島市郷地1-408
13 法人墓地 宝積寺墓地（3）(専用) 昭島市郷地1-404
14 法人墓地 宝積寺墓地（3）(共用) 昭島市郷地1-404-1
15 法人墓地 宝積寺墓地（4） 昭島市郷地1-386
16 法人墓地 宝積寺墓地（4） 昭島市郷地1-387-2
17 法人墓地 宝積寺墓地（5） 昭島市郷地1-387-1
18 法人墓地 田中寺墓地 昭島市田中町2-371-1
19 法人墓地 真覚寺墓地 昭島市玉川町5-971-3
20 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町499-4
21 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町500-1の甲
22 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町501
23 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町499-3
24 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町502-1
25 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町502-3
26 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町502-4
27 法人墓地 福厳寺墓地 昭島市中神町503-2
28 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2092-2
29 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2092-4
30 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2092-8
31 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2093-3
32 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2092-1
33 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2093-1
34 法人墓地 普明寺墓地(1) 昭島市拝島町1-2094-1
35 法人墓地 普明寺墓地(2) 昭島市拝島町1-2095
36 法人墓地 普明寺墓地(2) 昭島市拝島町1-2097-2
37 法人墓地 本覚院墓地 昭島市拝島町2250
38 法人墓地 本覚院墓地 昭島市拝島町2253
39 法人墓地 本覚院墓地 昭島市拝島町2254
40 法人墓地 田中共有墓地 昭島市中神町2-385
41 法人墓地 田中共有墓地 昭島市中神町2-386
42 法人墓地 田中共有墓地 昭島市中神町2-387
43 法人墓地 田中共有墓地 昭島市中神町2-388
44 法人墓地 円福寺 昭島市拝島町1-2138
45 法人墓地 龍津寺墓地(1) 昭島市拝島町5-1790
46 法人墓地 龍津寺墓地(1) 昭島市拝島町5-1788-1
47 法人墓地 龍津寺墓地(1) 昭島市拝島町5-1789-2
48 法人墓地 龍津寺墓地(2) 昭島市拝島町5-1799-
49 法人墓地 龍津寺墓地(2) 昭島市拝島町5-1800-1
50 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-450
51 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-453
52 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-454
53 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-472
54 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-473
55 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-474
56 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-452
57 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-454-1
58 法人墓地 廣福寺墓地 昭島市福島町2-455
59 法人墓地 阿弥陀寺砂川墓地 昭島市美堀町1-355-6
60 法人墓地 阿弥陀寺砂川墓地 昭島市美堀町1-355-46
61 法人墓地 阿弥陀寺墓地 昭島市宮沢町135
62 法人墓地 阿弥陀寺墓地 昭島市宮沢町149-1
63 法人墓地 阿弥陀寺墓地 昭島市宮沢町11-1
64 法人墓地 阿弥陀寺経塚上墓地 昭島市宮沢町305-ロ
65 法人墓地 阿弥陀寺経塚上墓地 昭島市宮沢町305-1
66 法人墓地 阿弥陀寺経塚上墓地 昭島市宮沢町306
67 法人墓地 穪名寺墓地 国分寺市大字国分寺一里塚609
68 法人墓地 穪名寺墓地 国分寺市大字国分寺一里塚620
69 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市大字榎戸新田字中南側352-3
70 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市大字榎戸新田字中南側352-4
71 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-1-3
72 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-1-4
73 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-8-1
74 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-8-6
75 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-8-9
76 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-8-10
77 法人墓地 妙法寺墓地 国分寺市北町3-8-11
78 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-4
79 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-5
80 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-6
81 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-7
82 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-8
83 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-9
84 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-15-10
85 法人墓地 満福寺墓地 国分寺市戸倉4-34-5
86 法人墓地 鳳林院墓地 国分寺市大字榎戸新田字中南側352-1
87 法人墓地 鳳林院墓地 国分寺市大字榎戸新田字中南側352-2
88 法人墓地 鳳林院墓地 国分寺市野中新田字谷野口279
89 法人墓地 鳳林院墓地 国分寺市野中新田字谷野口280-1
90 法人墓地 東福寺墓地 国分寺市大字恋ヶ窪字熊ノ郷西655
91 法人墓地 東福寺墓地 国分寺市大字恋ヶ窪字熊ノ郷西656
92 法人墓地 東福寺墓地 国分寺市大字恋ヶ窪字熊ノ郷西658
93 法人墓地 東福寺恋ヶ窪霊園 国分寺市西恋ヶ窪1-27-10
94 法人墓地 東福寺恋ヶ窪霊園 国分寺市西恋ヶ窪1-27-11
95 法人墓地 東福寺恋ヶ窪霊園 国分寺市西恋ヶ窪1-27-14
96 法人墓地 東福寺恋ヶ窪霊園 国分寺市西恋ヶ窪1-27-25
97 法人墓地 東福寺恋ヶ窪霊園 国分寺市西恋ヶ窪1-27-15
98 法人墓地 東福寺恋ヶ窪霊園 国分寺市西恋ヶ窪1-27-16
99 法人墓地 觀音寺墓地 国分寺市西町2-27-3他



100 法人墓地 觀音寺墓地 国分寺市西町2-27-4
101 法人墓地 觀音寺墓地 国分寺市西町2-27-6
102 法人墓地 觀音寺墓地 国分寺市西町2-27-7
103 法人墓地 国分寺専用墓地 国分寺市大字国分寺字八幡前1602
104 法人墓地 国分寺専用墓地 国分寺市大字国分寺字八幡前1603
105 法人墓地 国分寺専用墓地 国分寺市大字国分寺字八幡前1606
106 法人墓地 国分寺専用墓地 国分寺市大字国分寺字八幡前1617
107 法人墓地 国分寺専用墓地 国分寺市大字国分寺字八幡前1618
108 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井181-1
109 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井181-2
110 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井182-2
111 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井183
112 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井184
113 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井216
114 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井218-1
115 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井218-2
116 法人墓地 祥應寺専用墓地 国分寺市大字本多新田字中ノ井219-4
117 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-2
118 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-3
119 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-4
120 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-10
121 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-11
122 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-12
123 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-13-2
124 法人墓地 普済寺墓地(1) 立川市柴崎町4-14
125 法人墓地 普済寺墓地(2) 立川市柴崎町4-19
126 法人墓地 普済寺墓地(2) 立川市柴崎町4-20
127 法人墓地 普済寺墓地(2) 立川市柴崎町4-45
128 法人墓地 普済寺墓地(2) 立川市柴崎町4-46
129 法人墓地 普済寺墓地(2) 立川市柴崎町4-56
130 法人墓地 普済寺墓地(2) 立川市柴崎町4-43-1
131 法人墓地 流泉寺墓地(堂山墓地) 立川市柏町2-999
132 法人墓地 流泉寺墓地(堂山墓地) 立川市柏町2-1002-1
133 法人墓地 流泉寺墓地(堂山墓地) 立川市柏町2-1000
134 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1524
135 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1525
136 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1527
137 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1547-2
138 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1547-5
139 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1546
140 法人墓地 流泉寺墓地 立川市砂川町2-1547-1
141 法人墓地 玉林寺墓地 立川市西砂町5-3218
142 法人墓地 玉林寺墓地 立川市西砂町6-25-5
143 法人墓地 玉林寺墓地 立川市西砂町6-25-6
144 法人墓地 林泉寺墓地 立川市西砂町5-3219
145 法人墓地 林泉寺墓地 立川市西砂町5-3608-2
146 法人墓地 正楽寺墓地 立川市羽衣町2-41
147 法人墓地 正楽寺墓地 立川市羽衣町2-42
148 法人墓地 光西寺墓地 立川市羽衣町3-78
149 法人墓地 光西寺墓地 立川市羽衣町3-79
150 法人墓地 光西寺墓地 立川市羽衣町3-81
151 法人墓地 光西寺墓地 立川市羽衣町3-82
152 法人墓地 光西寺墓地 立川市羽衣町3-80
153 法人墓地 光西寺墓地 立川市羽衣町3-83
154 法人墓地 常楽院墓地 立川市富士見町3-44
155 法人墓地 常楽院墓地 立川市富士見町3-45
156 法人墓地 常楽院墓地 立川市富士見町3-49
157 法人墓地 常楽院墓地 立川市富士見町3-50
158 法人墓地 常楽院墓地 立川市富士見町3-51
159 法人墓地 常楽院墓地 立川市富士見町3-46-4
160 法人墓地 光隆寺立川別院墓地 立川市泉町893-11
161 法人墓地 光隆寺立川別院墓地 立川市泉町893-13
162 法人墓地 光隆寺立川別院墓地 立川市泉町893-14
163 法人墓地 真如霊廟 立川市柴崎町1-282-6
164 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-2-2
165 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-2-3
166 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-21
167 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-22
168 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-23
169 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-24
170 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-25
171 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-27
172 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-39
173 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-1
174 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-4
175 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-26
176 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-2
177 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-21
178 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-44
179 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-45
180 法人墓地 應善寺墓地 国立市東2-47
181 法人墓地 滝の院墓地 国立市谷保5227-イ
182 法人墓地 滝の院墓地 国立市谷保5229
183 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6189
184 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6223
185 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6224
186 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6225
187 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6227
188 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6245
189 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6246
190 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6247
191 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6248
192 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6251
193 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6252
194 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6253
195 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6256-4
196 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6257-3
197 法人墓地 南養寺墓地 国立市谷保6229
198 法人墓地 東福寺墓苑 国立市谷保5117-2
199 法人墓地 東福寺墓苑 国立市谷保5183-2



200 法人墓地 東福寺墓苑 国立市谷保5124-8
201 法人墓地 東福寺墓苑 国立市谷保5124-9
202 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5225-1
203 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5225-3
204 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5216-1
205 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5216-5
206 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5216-7
207 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5216-9
208 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5216-10
209 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5216-11
210 法人墓地 国立ふれあい霊園 国立市谷保5226-2
211 法人墓地 永福寺墓地 国立市谷保6876
212 法人墓地 永福寺墓地 国立市谷保6877
213 法人墓地 永福寺墓地 国立市谷保6896
214 法人墓地 永福寺墓地 国立市谷保6931
215 法人墓地 佼成霊園 東大和市桜ヶ丘4-10
216 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋360
217 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋1-359
218 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋358
219 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋357
220 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋252
221 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋501
222 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋670
223 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋578
224 法人墓地 雲性寺墓地 東大和市奈良橋686
225 法人墓地 三光院墓地(1) 東大和市清水4-1132
226 法人墓地 三光院墓地(2) 東大和市清水4-1133
227 法人墓地 三光院墓地(3) 東大和市清水6-1127-2
228 法人墓地 三光院墓地(3) 東大和市清水6-1128-1
229 法人墓地 三光院墓地(3) 東大和市清水6-1141-2
230 法人墓地 三光院墓地(3) 東大和市清水6-1141-1
231 法人墓地 三光院墓地(4) 東大和市清水6-1140
232 法人墓地 三光院墓地(5) 東大和市清水6-1139
233 法人墓地 三光院墓地(6) 東大和市清水6-810-イ
234 法人墓地 三光院墓地(7) 東大和市清水6-810-ロ
235 法人墓地 三光院墓地(8) 東大和市清水5-821
236 法人墓地 慶性院墓地 東大和市芋窪1355
237 法人墓地 慶性院墓地 東大和市芋窪1381
238 法人墓地 慶性院墓地 東大和市芋窪1352-2
239 法人墓地 慶性院墓地 東大和市芋窪1384
240 法人墓地 慶性院墓地 東大和市芋窪1354
241 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪1606-2
242 法人墓地 立野蓮華寺墓地 東大和市芋窪1663
243 法人墓地 立野蓮華寺墓地 東大和市芋窪1665
244 法人墓地 御釈迦墓地 東大和市芋窪1973
245 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1121
246 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1123
247 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1124-1
248 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1123-2
249 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1124-3
250 法人墓地 蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1126-1
251 法人墓地 立野蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1132
252 法人墓地 立野蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1132-2
253 法人墓地 立野蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1134-1
254 法人墓地 立野蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1135-11
255 法人墓地 蓮華寺墓地下立野墓地 東大和市芋窪5-1122-2
256 法人墓地 蓮華寺墓地下立野墓地 東大和市芋窪5-1122-1
257 法人墓地 蓮華寺墓地下立野墓地 東大和市芋窪5-1122-3
258 法人墓地 蓮華寺墓地下立野墓地 東大和市芋窪5-1133
259 法人墓地 蓮華寺墓地下立野墓地 東大和市芋窪5-1133-2
260 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1135-5
261 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1135-6
262 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市芋窪5-1135-14
263 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市蔵敷2-514
264 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市蔵敷2-515
265 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市蔵敷2-516-2
266 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市蔵敷2-516-7
267 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市蔵敷2-523-2
268 法人墓地 蔵敷蓮華寺墓地 東大和市蔵敷2-523-5
269 法人墓地 佛藏院墓地 東大和市芋窪5-1135-16
270 法人墓地 佛藏院墓地 東大和市奈良橋824-2
271 法人墓地 佛藏院墓地 東大和市奈良橋824
272 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木1-25
273 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木1-26-1
274 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木1-26-4
275 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木1-58
276 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木1-77
277 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木1-90
278 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市清水3-309
279 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市清水3-310-2
280 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市清水2-116
281 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市清水313
282 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市清水284
283 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市狭山2-1331
284 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市狭山2-1332-4
285 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市狭山2-1336-3
286 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市狭山2-1330
287 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市狭山1621-2
288 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市狭山1622-2
289 法人墓地 圓乗院墓地 東大和市高木152
290 法人墓地 東大和ひまわり墓苑 東大和市高木3-312
291 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市三ツ木104
292 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市三ツ木592
293 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤6270
294 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤6266-3
295 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤6266-4
296 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤6271-17
297 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤1741
298 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央3815-ロ
299 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央3-87-1



300 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央4-41-4
301 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央4-26-2
302 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央3-102-2
303 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央3-84-3
304 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤4112-2
305 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤4112-4
306 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤4113
307 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤4114-4
308 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中藤4114-5
309 法人墓地 長円寺墓地 武蔵村山市中央4-33-2
310 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤5-63-4
311 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中央4-73-2
312 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市神明3-12-1
313 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中央4-74-3
314 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市神明3-11-5
315 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中央4-2-2
316 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤3897-ロ
317 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤5-66-3
318 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市神明2-47
319 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市神明2-30
320 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤723
321 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤1-38-1
322 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤1-38-2
323 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤1-39-3
324 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中藤3884-ロ
325 法人墓地 真福寺墓地 武蔵村山市中央4-60-2
326 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸70
327 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸286
328 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸285-2
329 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸285-3
330 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸285-4
331 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸281
332 法人墓地 禅祥寺墓地 武蔵村山市岸285-1
333 法人墓地 立正佼成会付属佼成霊園 武蔵村山市大南4-2777-2
334 法人墓地 源正寺墓地 武蔵野市緑町1-587-1
335 法人墓地 源正寺墓地 武蔵野市緑町1-587-2
336 法人墓地 月窓寺 武蔵野市吉祥寺本町1-2061-9
337 法人墓地 蓮乗寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2046
338 法人墓地 蓮乗寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2045-2
339 法人墓地 蓮乗寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2045-6
340 法人墓地 蓮乗寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2045-7
341 法人墓地 光専寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2059
342 法人墓地 光専寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2057-2
343 法人墓地 光専寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2057-4
344 法人墓地 光専寺墓地 武蔵野市吉祥寺本町1-2057-5
345 法人墓地 観音院墓地 武蔵野市境南町2-860
346 法人墓地 観音院墓地 武蔵野市境南町2-861
347 法人墓地 延命寺墓地 武蔵野市八幡町1-40
348 法人墓地 延命寺墓地 武蔵野市八幡町1-41
349 法人墓地 延命寺墓地 武蔵野市八幡町1-42
350 法人墓地 延命寺墓地 武蔵野市八幡町1-7-2
351 法人墓地 安養寺墓地 武蔵野市吉祥寺東町1-589
352 法人墓地 安養寺墓地 武蔵野市吉祥寺東町1-591-2
353 法人墓地 観音院墓地 武蔵野市境南町2-858-5
354 法人墓地 観音院墓地 武蔵野市境南町2-858-6
355 法人墓地 観音院墓地 武蔵野市境南町2-859-2
356 法人墓地 禅林寺 三鷹市下連雀4-298
357 法人墓地 禅林寺 三鷹市下連雀4-297
358 法人墓地 眞福寺墓地 三鷹市牟礼1-1233-イ
359 法人墓地 眞福寺墓地 三鷹市牟礼1-1233-ロ
360 法人墓地 長久寺墓地 三鷹市大沢1443-イ
361 法人墓地 長久寺墓地 三鷹市大沢1443-3
362 法人墓地 長久寺墓地 三鷹市大沢1443-2
363 法人墓地 春清寺墓地(別院)苦楽院 三鷹市中原3-255
364 法人墓地 龍源寺 三鷹市大沢6-537
365 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-289-1
366 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-289-2
367 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-288-1
368 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-288-2
369 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-290
370 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-291
371 法人墓地 井口院墓地 三鷹市上連雀7-292
372 法人墓地 春清寺墓地 三鷹市新川3-40-2
373 法人墓地 春清寺墓地 三鷹市新川3-39-1
374 法人墓地 天台宗大盛寺墓地 三鷹市牟礼1097-1
375 法人墓地 天台宗大盛寺墓地 三鷹市牟礼1896
376 法人墓地 天台宗大盛寺墓地 三鷹市牟礼1897
377 法人墓地 天台宗大盛寺墓地 三鷹市牟礼1898
378 法人墓地 威徳院墓地 三鷹市新川2-1029-1
379 法人墓地 威徳院墓地 三鷹市新川2-1028



付録３
墓地地図集
























