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この「きみさらず聖苑 ご利用案内」に記載されている内容については、利用される皆様方に快適かつ公平に施設を 

利用していただくために、ご葬家をはじめ宗教者、貴社のスタッフの方々に内容を周知及び順守していただくようお願い 

いたします。 

 

 

 

1.施設概要 

名称 きみさらず聖苑 

所在地 〒２９２－０８１５ 木更津市大久保８４３－１ （旧木更津市火葬場に隣接） 

電話・FAX 電話 ０４３８－３７－３８７４  FAX ０４３８－３８－３２４３ 

開場時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

休場日 友引の日及び 1 月 1 日から 3 日まで 

ホームページ アドレス ：https://kimisarazu-seien.tel-cloud.co.jp  

 

施設の内容 1 階：受付／告別・収骨室 5 室（36 名／室）／火葬炉 10 基（大型炉） 

お別れ室 2 室（15 名／室）／霊安室（収容 6 体）／宗教者控室／更衣室 

2 階:待合室 10 室（36 名／室）／待合ホール／授乳室／キッズコーナー／売店 

業者控室 

駐車場 第一駐車場（火葬場北西）:普通車 22 台、マイクロバス 10 台  

身体障がい者用駐車場（火葬場中央ロータリー内）4 台 

多目的駐車場（火葬場中央ロータリー内）6 台 

第二駐車場（火葬場東、旧火葬場側）60 台 

※第二駐車場は旧火葬場解体工事、環境緑地工事の終了後に利用可能となります。 
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2.施設全般に関する留意事項 

(1) きみさらず聖苑（以下「聖苑」という）のホームページで「お知らせ」「施設案内」「ご利用案内」「施設使用料」「空き

状況照会」を、インターネットへアクセスできる全ての方がご確認いただけます。なお、インターネットの閲覧ができない

方へは聖苑開場時間内に電話もしくは受付窓口にて聖苑職員（以下「職員」という）がご案内させていただきます。 

(2) 施設のご利用には必ず事前に火葬予約が必要となります。お別れ室及び霊安室については火葬予約と併せて同時

に予約が必要となります。当日申し込みでの利用受付はできません。 

(3) 施設使用日（ご遺体の受付時）に全ての使用料を現金にてお支払いとなります。 

(4) 聖苑が発行する「火葬場使用許可書」の交付を受けた申請者及びその親族、関係者が施設の利用が可能となり

ます。 

(5) ご遺体は必ず納棺まで済ませてから来苑ください。 改葬遺骨、身体の一部等も非透過の箱に納めた後にご来苑く

ださい。 

(6) 職員への「心づけ」など金品や進物等の受け渡しは固くお断りいたします。 

(7) 施設内は禁煙となります。 喫煙は屋外の指定された喫煙場所をご利用ください。 

(8) 聖苑が用意する焼香具以外に火気使用は原則としてお断りします。 

(9) ゴミ等は施設へ持ち込んだ方の責任でお持ち帰りください。待合室、待合ロビー、お別れ室等の利用後は必ず簡易

清掃とゴミやお忘れ物等がないように確認をお願いします。 

(10) 施設内でのカメラ・ビデオ撮影はお断りします。 

(11) 施設内での盗難、紛失、ケガ、事故等の責任は負いかねますので十分にご注意をお願いします。 

(12) 貴重品などのお預かりはできません。 更衣室にコインロッカーのご用意はございます。 

(13) 車いすはエントランスホールに用意がありますので、ご利用ください。ただし、車いすの台数には限りがございます。また

事前に車いす使用の予約は承れませんのでご了承ください。 ご利用後は元の場所へご返却ください。 

(14) 共有スペース及び廊下、施設出入り口等で散会などの挨拶は他利用者に迷惑となりますのでご遠慮ください。 

(15) 施設や備品等の破損等があり、利用者の故意または利用者の責に帰することが明白な場合、利用者責任にて原

状回復をお願いする場合がございます。取り扱いには十分にご注意をお願いします。 

(16) ご来苑の際は、聖苑ホームページで示したルートでお越しください。 

(17) 敷地内にペットを連れてのご利用はできません。（ほじょ犬は除く） 

(18) 施設内及びその周辺での集団行為や示威行為、大きな音を出す行為や拡声器等の使用はお断りします。 

(19) 施設の利用に際して、ここに定める聖苑の利用ルールや職員の指示に従っていただけない場合や、利用方法に問題

があると判断した場合、利用の改善願いや使用制限、使用停止またはその許可を取り消す場合がございます。 

(20) 「安全・安心に資することを目的とし、公の施設における暴力団の利益になる使用を排除する。」事として暴力団・暴

力団関係者が「お別れ室」、「霊安室」の使用することはできません。 

(21) 全ての利用者が円滑かつ安全にご利用いただくため、利用内容の確認や打ち合わせ（感染症により亡くなられた方

の火葬、多数参列を申請された場合など）を行わせていただく場合がございます。 

(22) 救急車の緊急出動要請を利用者側で行った時は、速やかに職員にお知らせください。 

(23) 災害発生時は職員の指示・誘導に従って行動してください。 

(24) 職員は感染症の予防対策としてマスク、手袋等の着用を慣例対応とさせていただきます。 



 

 

3.副葬品の制限 

葬儀の際に棺に入れる副葬品（故人の愛用品等）が原因でダイオキシン類の発生や火葬炉内での爆発事故、

焼骨の損傷及び変色や火葬時間を多く要するなど様々な原因となるため、下記の副葬品については自粛をお願いしま

す。 

 

○副葬品の自粛要請リスト 

品目 具体例 理由 

ビニール製品 

プラスチック製品 

バック、靴、ゴルフボール、人形など CO、ダイオキシン類発生のおそれ 

化学合成繊維製品 

カーボン製品 

衣類、寝具、ぬいぐるみ、ゴルフクラブ、 

釣竿、ラケットなど 

CO、ダイオキシン類発生のおそれ 

発泡スチロール製品 枕、緩衝材パッキンなど CO、ダイオキシン類発生のおそれ 

爆発する可能性のある物 缶飲料、スプレー缶、ライター、電池など 火葬炉内の損傷のおそれ 

ガラス製品 眼鏡、ビン、食器、鏡など 炉内台車の損傷のおそれ 

金属 

貴金属製品 

携帯電話、音楽プレーヤー、仏像、 

宝石、金、プラチナなど 

炉内台車の損傷のおそれ 

書籍 

紙類 

辞書やアルバム等の厚みのある物、 

大量の経本 

燃え残り、火葬に時間がかかるため 

果物 スイカ、メロン等果物類 燃え残り、火葬に時間がかかるため 

保冷剤 ドライアイスなど 冷却されることにより火葬に時間がかか

るため 

その他 燃焼に伴い危険な物や、有害な物質を発生する可能性のあるもの 

※ペースメーカー等の体内装置医療品は、火葬中に爆発の危険性が 

あるため、予約時必ず聖苑にお申し出くださるよう、ご協力をお願いいたします 

※故人の愛用品（メガネやアクセサリー、入歯など）で骨つぼに納められる程度の小さな物は、棺に納めずに収骨の際

にお遺骨と一緒に納められるよう、ご案内をお願いします。骨つぼを預かる際もしくは収骨前にお預かりします。 
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4. 予約 

 

(1) 施設のご利用は、必ず事前に火葬予約が必要となります。本予約後、聖苑にて申請内容を確認し予約承認となり、

施設使用の許可となります。お別れ室及び霊安室をご利用される場合は、火葬予約と併せてご予約が必要となりま

すので、全ての日程を調整後にご予約ください。全ての施設利用において当日及び翌日の予約は行えません。 

※「仮予約」、「本予約」については P6 「4-1.予約システム（ID 登録業者）」をご覧ください。 

 

 

当

日 

翌

日 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ･･･ 21 

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 

※仮予約は翌々日から 14 日間の予約が可能です 

※予約可能日においても、友引日等の休場日は火葬を行わないため予約の受付はできません。 

5 

ID登録業者 ID未登録業者・個人

・ID登録業者

きみさらず聖苑公開Web確認

・ID未登録業者、個人

きみさらず聖苑へ問い合わせ

きみさらず聖苑公開Web確認

・ID未登録業者、個人

仮予約申請

・ID登録業者

予約システムへログイン後仮予約

・事務職員

予約システムへログイン後

仮押さえから仮予約

仮予約後

予約システムより自動メール送信

仮予約後

事務職員よりお知らせ

・ID登録業者

書類を用意

・ID未登録業者、個人

書類を用意

・ID未登録業者、個人

利用2日前午後3時までに

書類を聖苑窓口またはFAXにて提出

・ID登録業者

利用2日前午後4時までに

予約システム内で本予約登録

・事務職員

利用2日前開場時間内までに

予約システム内で本予約登録

本予約後

予約システムより自動メール送信

本予約後

事務職員よりお知らせ

5 本予約承認 ・事務職員

本予約登録内容確認

予約の確定

・事務職員

本予約登録内容確認

予約の確定

1

2

3

4

予約の流れ

空き状況

仮予約

必要書類

本予約

予約可能日 



 

 

(2) 火葬予約には ID 登録業者の予約システムからの予約と ID 未登録業者・個人向けの電話または聖苑窓口での予

約の方法がございます。予約システムからの予約は、事前に ID を取得することで、24 時間予約が可能となります。 

予約システム以外で予約される方は、聖苑開場日の午前 8 時 30 分から午後 5 時までに、電話または聖苑窓口

へお越いただき、ご予約ください。 

※ID 取得方法については P6 「4-1.予約システム（ID 登録業者）」をご確認ください。 

(3) 予約枠 : １日 最大２５件 

○火葬予約時刻表 

9:00 9:15 9:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 

２件 ２件 1 件 2 件 2 件 1 件 2 件 2 件 

12:15 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15  

1 件 2 件 2 件 1 件 2 件 2 件 1 件  

 

(4) 火葬の予約時刻とは火葬炉への入炉時刻となります。集合、告別開式の時刻ではないのでご案内には十分にご注

意ください。なお、火葬当日の受付は 20 分前、告別は受付後から入炉時刻までの最大 15 分間といたします。 

(5) 分骨希望の方は、予約時に申請をお願いします。収骨中の申請は、手続きに時間がかかりますので事前申請をお

願いします。また、分骨証明書の発行は「きみさらず聖苑」での火葬執行に対してのみの発行といたします。 

(6) 感染症の方の火葬については、ご予約前に必ず聖苑へ電話連絡をお願いします。状況により火葬の予約枠や棺の

感染症対策、告別・収骨方法、来場者の対策や制限などを聖苑側で指定させていただく場合がございます。 

(7) 火葬は、告別室利用から収骨終了まで概ね 2 時間となります。ただし「死胎」及び「改葬遺骨」「身体の一部等」に

ついて 9 時台の火葬に限り概ね 1 時間となります。ご遺体等の様々な状況によって時間は前後しますので予めご了

承ください。 

(8) 改葬遺骨等で複数体を同時火葬で予約を希望する場合、ご予約前に必ず聖苑へ電話連絡をお願いします。体

数と遺骨量、箱数、収骨方法などの確認と同時火葬の予約についてご説明させていただきます。 

(9) 仮予約後のキャンセル（火葬日時変更含む）は原則としてできません。火葬日時（お別れ室及び霊安室利用の

希望）の確定後に予約をお願いします。やむを得ないキャンセルについては、聖苑の開場時間にご連絡いただきキャ

ンセル理由をお伝えいただく手続きが必要となります。 

(10) 本予約申請の手続きにおいて次の必要書類（火葬区分で異なる）をご用意ください。 
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○必要書類 

区分 書類（原本） 備考 

大人（16 歳以上） 火葬許可証  

減免申請は減免決定通知書も必要 小人（16 歳未満） 火葬許可証 

死胎 死胎火葬許可証 

改葬遺骨 改葬許可証 火葬する人数分の改葬許可証が必要 

身体の一部等 医師の診断書  

 

 

4-1.予約システム（ID 登録業者） 

予約システムの利用方法については「火葬場予約システム操作説明書」も併せてご確認ください。 

(1) 事前 ID 登録 

聖苑を利用する葬祭業者の ID 登録については、ホームページより「システム利用登録申請書」をダウンロード、申請書を

ご記入いただき、聖苑窓口へ提出ください。聖苑の承認及び登録後にメールアドレスへアカウント、仮パスワードを送信いた

します。予約システムへログイン後、任意のパスワードへ変更ください。 

なお、ID 登録後は予約照会から予約登録までの手続き全ては原則として予約システムからのみとなります。 

また、ID 登録完了までは 3 日程度かかります。 

(2) 仮予約 

予約システムへログイン後、「空き状況照会」「仮予約（仮予約に必要な項目を入力）」の順で仮予約登録となります。

登録後に「仮予約受付メール」を登録されたメールアドレスへ送信します。 

・お別れ室は火葬予約時刻より 1 時間前からの予約枠となります。受付可能時刻は火葬予約時刻の 1 時間 30 分前

からです。受付後、空室であれば利用が開始できます。 

・霊安室への安置は聖苑開場日の午前 8 時 30 分から午後 4 時までの受け入れとなります。ご遺体との面会についても

同時間内で必ず聖苑へ事前連絡し、葬祭業者の立ち会いのうえで、面会対応をお願いします。 

(3) 必要書類 

仮予約後、必要書類（区分で異なる）をご用意ください。必要書類を受け取りの際は書類内容に間違えないか十分に

確認をお願いします。 

(4) 本予約（期日：利用 2 日前の午後 4 時までに登録完了が必須） 

再度予約システムへログインいただき該当する仮予約を照会後、期日までに本予約に必要な全ての情報を予約システム

へ入力と必要書類の画像を添付して本予約の登録を行います。登録後に「本予約受付メール」を登録されたメールアドレ

スへ送信します。期日までに本予約の登録がない予約は受付できませんのでご注意ください。 

(5) 備考欄には、宗派、ご遺体の重量の他に、聖苑が用意する仏具（花立、小リン、焼香具、LED ろうそく）の使用の有

無や、宗教等による告別・収骨に関わる留意事項を記入ください。 
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 4-2.電話及び窓口による予約（ID 未登録業者、個人） 

(1) 仮予約 

ホームページ、もしくは聖苑開場時間内の午前８時３０分から午後５時までに、電話または聖苑窓口で施設の火葬

空き状況（利用希望者はお別れ室、霊安室も同時）を確認します。空き状況から電話または聖苑窓口で応対する職

員へ予約希望日をお伝えください。職員が次の予約情報を確認し、仮予約を受け付けます。 

・お別れ室は火葬予約時刻より 1 時間 30 分前から受付が可能です。受付後、空室であれば利用が開始できます。 

・霊安室への入庫は午前 8 時 30 分から午後 4 時までとなります。面会についても同時間内で必ず聖苑へ事前連絡し

葬祭業者立ち会いのうえ、面会対応をお願いします。 

○仮予約時に必要となる確認事項 

※ID 未登録業者が行う仮予約については業者名、担当者名、電話番号も併せて確認します。 

 

区分 確認事項 

大人（16 歳以上） 故人のお名前、故人の生年月日、故人の住所、死亡日時 

死亡届の届け出先、申請者のお名前、申請者の住所、 

申請者の電話番号、故人からみた申請者との続柄 
小人（16 歳未満） 

死胎 父または母のお名前、分べん日時、父または母の住所 

死亡届の届け出先、申請者のお名前、申請者の住所、 

申請者の電話番号、故人からみた申請者との続柄 

改葬遺骨 故人のお名前、故人の住所、申請者のお名前、 

申請者の住所、申請者の電話番号、故人からみた申請者との続柄 

身体の一部等 お名前、生年月日、住所、手術日時、申請者の住所、 

申請者の電話番号、利用者からみた申請者との続柄 

お別れ室 利用有無 

霊安室 ※利用希望者のみ 霊安室入庫日時 

 

(2) 必要書類 

仮予約後、必要書類（区分で異なる）をご用意ください。 

受け取りの際は必要書類の内容に間違いがないか十分に確認をお願いします。 

(3) 本予約（期日：利用 2 日前午後３時まで） 

・ホームページの空き状況照会の最下部にある「火葬予約申請書のダウンロード」より申請書を印刷、記入いただき、

本予約の期日までに、聖苑へ FAX または窓口（聖苑開場時間内に）へ必要書類と併せてご提出ください。申請

書内容を職員が確認後、登録を行い、本予約となります。期日までに本予約の登録がない予約は、受付ができま

せんのでご注意ください。 
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・ホームページにアクセスできない方は、聖苑開場時間内に窓口で申請書を受け取り、記入いただき、本予約の期日

までに必要書類と併せてご提出ください。申請書の内容を職員が確認後、登録を行い本予約となります。期日まで

に本予約の登録がない予約は、受付ができませんのでご注意ください。 

(4) 備考欄には、宗派、ご遺体の重量の他に、聖苑が用意する仏具（花立、小リン、焼香具、LED ろうそく）の使用

の有無や宗教等による告別・収骨に関わる留意事項を記入ください。 

(5) 本予約後に申請者へ「本予約完了」のお知らせを電話いたします。 

 

5.受付 

利用申請者または葬祭業者は、施設利用日に受付にて「火葬場使用許可」の手続きを行ってください。 

その際に、必要書類の原本と使用する全ての施設使用料金の合算分を現金にてお支払いください。 

必要書類忘れや内容不備、施設使用料未納、不足での受付及び施設利用は出来ませんのでご注意ください。 

また、受付までに予約時の申請者が来苑していることを確認ください。申請者が不在の場合は、申請者変更の手続き

が必要となり、受付に時間を要する場合がございます。 

○施設使用料金 

区分 単位 
使用料 

区域内の住民 区域外の住民 

大人（16 歳以上） １体 12,000 円   70,000 円   

小人（16 歳未満） １体 0 円   35,000 円   

死胎 １体 0 円   35,000 円   

改葬遺骨 １体 6,000 円   35,000 円   

身体の一部等 １個 6,000 円   35,000 円   

お別れ室 １時間 4,000 円   6,000 円   

霊安室 １日 6,000 円   9,000 円   

(1) 木更津市条例に従い使用料を徴収する。使用料は区域内の住民と区域外の住民に分けられる 

(2) 区域内の住民 

・死亡時に木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市に住所がある者 

・死胎の父または母が木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市に住所がある者 

・身体の一部等を失った者が木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市に住所がある者 

(3) 区域外の住民とは、区域内の住民以外の者 

(4) お別れ室の使用時間に 1 時間未満の端数がある時は、1 時間に切り上げる。 

(5) 霊安室の使用時間は 24 時間を 1 日とし、24 時間未満の端数がある時は 1 日に切り上げる。 

(6) 使用料の減免を受ける際は必ず、市が発行する「火葬場使用料減免決定通知書」を必要書類と同時に提出す

ることが必要となります。 
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5-1.火葬受付 

(1) 受付は火葬予約時刻の 20 分前から可能となります。それ以前にお越しの時は駐車場でお待ちいただく場合がござ

います。 

(2) 受付は受付可能時間ごとで霊きゅう車到着順に受付となります。状況によって受付案内までにお時間がかかる場合

がございます。予めご了承ください。 

(3) 受付の際は、参列される全ての方がお揃いであることを確認ください。受付後に参列者待ちで進行を止めることは原

則できませんので必ず受付完了までに参列者のご確認をお願いします。お揃いでなく待機を希望される場合は職員

の誘導に従ってください。その後の受付は、他利用者の予約状況などによってご案内までにお待ちいただく場合がござ

いますので予めご了承ください。 

(4) 告別室でのお別れ可能時間は、火葬予約時刻までの最大 15 分間となります。 

それ以上のお別れ時間を必要とする場合は、有料となりますが、予約時にお別れ室も利用を申請してください。な

お、お別れ室の当日利用の申請は出来ませんので、ご注意ください。 

(5) 告別室利用から収骨終了まで概ね 2 時間となります。ただし火葬区分や体格、利用状況などによって案内までの

時間は異なりますので予めご了承ください。 

(6) 霊きゅう車へ棺を載せる際は頭部が車両前方側になるようにお願いします。 

(7) 棺の対応可能サイズは高さ 65 ㎝以内、幅 80 ㎝以内、長さ 230 ㎝以内となります。 

(8) 受付終了後、霊きゅう車は職員の誘導指示でお進みください。 

(9) マイクロバス及びタクシー利用の親族、参列者は受付前付近で降車いただきましたら、職員がご案内します。 

(10) 自家用車は駐車場へご案内ください。声掛け、誘導のご協力をお願いします。 

(11) 火葬予約時刻に対して早着（30 分以上前）または遅着（火葬予約時刻以降）となる場合は聖苑に必ず電

話連絡してください。状況に応じた対応でのご案内となります。到着後すぐに受付案内が行えず、ロータリー待機では

なく駐車場等で待機いただく場合や、受付順番を変更させていただく場合などございますので予めご了承ください。 

(12) 待合室の案内は原則として火葬予約時刻の 30 分前から受付窓口のみでご案内可能（電話問い合わせ不可）

となります。その際に葬家名、火葬予約時刻を確認させていただきます。ただし利用状況によってご案内時間を変更

させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 

 

5-2.お別れ室受付と利用上の注意 

(1) 受付は火葬予約時刻の 1 時間 30 分前から可能となります。受付の際は全ての施設使用分を併せて行いますの

で必要書類と申請全ての使用料金が必要となります。 

(2) 受付後に職員がお別れ室へご案内します。霊安室のご利用者も「火葬場使用許可書」を持参のうえ受付へお越し

ください。 

(3) 職員のご案内後にお別れ室へ棺を安置いただけます。霊きゅう車もしくは搬送車からお別れ室へのご安置は葬祭業

者側でお願いします。その際のストレッチャーなどのご用意はございません。 
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(4) 霊安室からお別れ室への出庫は、お別れ室ご案内後に葬祭業者側で行っていただきます。職員は原則、立ち会い

までとさせていただきます。なお霊安室からの出庫は霊安室専用ストレッチャーを用意しております。ただしこのストレッ

チャーは安置にご使用いただくことはできません。 

お別れ室へ移動後、職員がストレッチャーを回収させていただきます。 

(5) お別れ室へご案内後に骨つぼを職員にお預けください。職員が骨つぼの確認をさせていただきますので聖苑が用意す

る「骨つぼ預かり書」へのご記入をお願いいたします。愛用品や分骨用の容器も希望者はこの時点でお預かりいたし

ます。なお、聖苑は全骨収骨となりますので全ての焼骨が納められる十分な大きさの骨壺等をご用意ください。 

(6) 聖苑内で納棺はできません。必ず施設利用前までに納棺を済ませ、来苑ください。 

(7) お別れ室のご利用は最大 1 時間で準備・後片付けまで含まれた時間となります。 

(8) お別れ室は最大 15 名ほどの利用スペースとなります。貸し出しは 1 葬家 1 室となります。 

(9) 壁面、天井、床面、備品類へ粘着テープ、画びょう、釘等の使用はできません。 

(10) 生花を設置する場合は床面、机上等に必ず養生を行ってください。また果物等のご供養品を机上や棚上に設置す

る際も養生をお願いします。 

(11) 聖苑が用意する案内表示以外に案内看板や提灯類、テント、幕、カーテンなどの設置はできません。 

(12) 聖苑が用意する焼香具以外に、火気使用はお断りします。 

(13) 放送設備や音響設備についてのご用意はございません。設備持ち込みや楽器演奏もできません。 

(14) 火葬開始時刻の 15 分前を目安に職員がお別れ室へ伺いますので出棺予定時刻をお伝えください。火葬予約時

刻前までに出棺となります。それまでにお別れを済ませ移動の準備を整え終えてください。お迎え前に利用者及び葬

祭業者の判断で出棺はできません。 

(15) お別れ室でのお食事、飲酒はできません。聖苑でのお食事、飲酒は待合室のみとなります。 

(16) お別れ室利用時は告別室内でのお別れはなく原則として直ぐに火葬炉への入炉案内となります。告別室内での 

お別れを希望する時は必ず事前に受付へお知らせください。その際のお別れも火葬予約時刻までとなります。 

(17) 出棺後、お別れ室の再利用は原則できません。全ての荷物をお持ちいただき、お忘れ物がないようにご案内くださ

い。また速やかに後片付け、簡易清掃をお願いします。全ての物品については貸し出し時の位置に戻してください。 

(18) 後片付け、簡易清掃後は、速やかに受付へお知らせください。 

(19) 共有スペース（多目的テラス、回廊など）や避難通路に葬祭物品や返礼品等を置くことはできません。 

 

5-3.霊安室受付と利用上の注意 

(1) 入庫予定時刻を本予約登録時に備考欄へ記載ください。本予約登録後やむを得ず入庫予定時刻が変更となる

場合は、出棺時までに聖苑へ電話ください。 

霊安室入庫は、開場日の午前 8 時 30 分から午後 4 時までとなります。 

(2) 聖苑内で納棺はできません。必ず施設利用前までに納棺を済ませ来苑ください。 

(3) 棺の対応可能サイズは高さ 65 ㎝以内、幅 80 ㎝以内、長さ 230 ㎝以内となります。 

(4) 入庫時刻から霊安室使用料金が確定となります。予約時に使用料は確定とはなりませんのでご注意ください。 
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(5) 受付は聖苑に棺到着後に可能となります。霊安室使用時間での使用料金が必要となりますので霊安室の入庫が

可能となりましたら受付へお願いします。また、受付の際は全ての施設使用分（霊安室＋お別れ室＋火葬もしくは

霊安室＋火葬）を併せて行いますので必要書類と申請全ての使用料金をご用意ください。 

(6) 入庫の際にご家族、ご親族が立ち会う場合は入庫までに全てがお揃いであることをご確認ください。皆様がお揃いで

受付後に職員が霊安室へご案内します。 

(7) 火葬による霊安室出庫は火葬予約時刻の 20 分前に受付窓口へ「火葬場使用許可書」を持参のうえ、受付へお

越しください。職員が霊安室へご案内しストレッチャーで出庫となります。回廊にて職員が棺運搬車へ載せ替えし告

別室へ案内となります。 

(8) お別れ室利用による霊安室出庫は火葬予約時刻の 1 時間 30 分前に受付窓口へ「火葬場使用許可書」を持参

のうえ受付へお越しください。職員が霊安室へご案内します。 

(9) 入出庫は原則として葬祭業者側で行っていただきます。職員は立ち会いとさせていただきます。入出庫には霊安室

専用のストレッチャーを用意しております。 

(10) 霊安室内での儀式は行えません。対面とご焼香は可能となります。 

(11) ご遺体は体液、臭気が漏れないよう措置してください。 

(12) 機械の故障につながる恐れがありますので、ドライアイスを納めてのご利用はできません。また、ご遺体の化粧直しの

対応もできません。必ず施設利用前までに対応を済ませてください。 

(13) 霊安室での面会は、必ず聖苑開場時間内に人数と面会時間等について事前連絡と葬祭業者の立ち会いが必要

となります。利用状況によって面会の時間を調整させていただく場合がございますので予めご了承ください。また面会

可能時間も聖苑開場時間内となります。 

 

6.告別 

6-1.聖苑外からの出棺 

(1) 霊きゅう車は受付可能時間に受付前へ進行いただき受付前で一旦停止願います。受付中の霊きゅう車がいる場

合、その後方、車両内で受付をお待ちください。車両進行後に受付前に進行、一旦停止して受付をお願いします。 

(2) マイクロバス及びタクシーは、職員の誘導・案内で進行もしくは降車してください。 

(3) 受付後は、直ちに職員の誘導に従い、霊きゅう車の移動をお願いします。 

(4) ご家族、参列者を職員が誘導します。葬祭業者もご案内と誘導の協力をお願いします。自家用車利用者の誘導

をお願いします。駐車場と告別室入り口が離れるため、必ず参列する全ての方を確認ください。 

(5) 職員が霊きゅう車より棺を棺運搬車へ載せ替えを行います。その際に霊きゅう車運転手も載せ替えに協力願いま

す。 

なお「死胎」「小人」「身体の一部等」「改葬遺骨」で棺等が小さく棺運搬車の使用ができないと職員が判断した場

合はご家族もしくは葬祭業者、職員が棺等を手で運び入れる対応となる場合がございます。 

(6) 告別室へ移動後、告別式を行います。告別式は最大 15 分ほどで火葬予約時刻までとなります。事前に喪主、宗

教者に告別方法など火葬予約時刻までに収まるようお伝えいただき、当日の案内もお願いします。 
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(7) 告別室へご案内後に骨つぼを職員にお預けください。職員が骨つぼの確認をさせていただきますので聖苑が用意する

「骨つぼ預かり書」へのご記入をお願いいたします。愛用品や分骨用の容器も希望者はこの時点でお預かりいたしま

す。なお、聖苑は全骨収骨となりますので全ての焼骨が納められる十分な大きさの骨壺等をご用意ください。 

(8) お写真（遺影）や位牌（霊璽
れ い じ

）などご持参された場合は告別室内でお預かりいたします。原則としてお返しは収

骨終了時となります。お写真（遺影）を待合室へ持参したい時はお声掛けください。 

(9) 火葬炉前で職員より使用する火葬炉の確認として火葬炉番号プレートを喪主へお渡しします。出炉確認時に必要

となりますので管理には十分お気を付けください。プレートは葬祭業者を含めた管理できる方へお願いする場合もござ

います。 

(10) 収骨の案内は入炉後からおおよそ 75 分後となります。火葬区分や体格、利用状況などによって案内までの時間は

異なりますので予めご了承ください。  

(11) 告別、入炉後は待合室までのご案内をお願いします。火葬中は聖苑内でお待ちいただくようご案内ください。 

 

6-2.お別れ室からの出棺 

(1) 火葬開始時刻の 15 分前を目安に職員がお別れ室へ伺いますので出棺予定時刻をお伝えください。火葬予約時

刻前までに出棺となります。それまでにお別れを済ませ移動の準備を整え終えてください。お迎え前に利用者及び葬

祭業者の判断で出棺はできません。 

(2) 棺を棺運搬車に載せ替えいただきます。載せ替えの際はお手伝いいただきます。 

(3) 出棺は棺を先頭に回廊を進行、告別室へ向かいます。 

(4) お写真（遺影）や位牌（霊璽
れ い じ

）などご持参された場合は告別室内でお預かりいたします。原則としてお返しは収

骨終了時となります。お写真（遺影）を待合室へ持参したい時はお声掛けください。 

(5) 火葬炉前まで進行した後に入炉となります。入炉後に職員より入炉した火葬炉番号のプレートを喪主へお渡ししま

す。出炉確認時に必要となりますので保管には十分お気を付けください。 

(6) 収骨案内は入炉後からおおよそ 75 分後となります。火葬区分や体格などの状況によって異なりますので予めご了

承ください。  

(7) 告別、入炉後は待合室までのご案内をお願いします。原則として火葬中の待合は聖苑内でお待ちいただくようご案

内ください。 

 

6-3 霊安室からの出棺 

(1) 参列する全ての方がお揃いである事を確認ください。 

(2) 火葬予約時刻の 20 分前に受付窓口へ「火葬場使用許可書」を持参のうえ受付へお越しください。職員が霊安室

へご案内しストレッチャーで出庫となります。回廊にて職員が棺運搬車へ載せ替えし告別室へ案内となります。 

(3) 告別室へ移動後、告別式を行います。告別式は最大 15 分ほどで火葬予約時刻までとなります。事前に喪主、宗

教者に告別方法など火葬予約時刻までに収まるようお伝えいただき、当日の案内もお願いします。 

(4) お写真（遺影）や位牌（霊璽
れ い じ

）などご持参された場合は告別室内でお預かりいたします。原則としてお返しは収

骨終了時となります。お写真（遺影）を待合室へ持参したい時はお声掛けください。 
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(5) 告別室へご案内後に骨つぼを職員にお預けください。職員が骨つぼの確認をさせていただきますので聖苑が用意する

「骨つぼ預かり書」へのご記入をお願いいたします。愛用品や分骨用の容器も希望者はこの時点でお預かりいたしま

す。なお、聖苑は全骨収骨となりますので全ての焼骨が納められる十分な大きさの骨壺等をご用意ください。 

(6) 入炉後に職員より火葬炉番号プレートを喪主へお渡しします。出炉確認時に必要となりますので保管には十分お気

を付けください。 

(7) 収骨の案内は入炉後からおおよそ 75 分後となります。火葬区分や体格など状況によって異なりますので予めご了

承ください。  

(8) 告別、入炉後は待合室までのご案内をお願いします。原則として火葬中の待合は聖苑内でお待ちいただくようご案

内ください。 

 

7.待合 

(1) 待合室の案内は原則として火葬予約時刻の 30 分前から受付窓口のみでご案内可能（電話問い合わせ不可）

となります。その際に葬家名、火葬予約時刻を確認させていただきます。ただし状況によってご案内時間を変更させ

ていただく場合がございますので予めご了承ください。 

(2) ケータリングの準備は受付窓口で待合室番号を確認後に行ってください。 

(3) 待合室は案内（お名前表示）された部屋のみご利用可能となります。 

(4) 原則として 1 葬家 1 室の割り付けとなります。１室最大で 36 名となります。追加の椅子やテーブルはございませ

ん。また 2 室の貸し出しはできませんので参列者数にご注意ください。 

(5) 待合ホールは共有スペースになるため、事前にお食事の用意などスペースを確保することはできません。 

(6) 聖苑でのお食事、飲酒は原則として待合室のみとなります。 

(7) 施設内は禁煙となります。 喫煙は屋外の指定された喫煙場所をご利用ください。 

(8) 収骨案内後は皆さまを収骨室へご誘導ください。お手洗いのご利用などは事前に済ませていただくようご案内くださ

い。 

(9) 収骨案内後、待合室の再利用はできません。必ずお忘れ物がないようにしてください。 

(10) 収骨案内後、利用された待合室の後片付け、簡易清掃、テーブル・椅子などのリセットをお願いします。 

(11) ご利用された聖苑のコップ・茶器類は流し台またはテーブル上にまとめておくようにしてください。飲み残しについては流

しに処分ください。茶葉や食べ残し、ゴミなどは流しに捨てないようにしてください。 

(12) 聖苑に持ち込んだ物品及びゴミについては利用者で必ず持ち帰りください。 

(13) キッズコーナー及び授乳室の利用は小さなお子様だけでなく必ず保護者立ち会いでご利用ください。 

 

8.収骨 

(1) 全骨収骨となります。焼骨は必ずお持ち帰りいただきますようお願いいたします。また、全ての焼骨が納まる骨壺等を

必ずご用意ください。納骨先で骨壺を小さなサイズで指定された場合でも残骨用として全てが納まる骨つぼを別途ご

用意ください。その場合、予約時に備考欄へ記載ください。 

 

14 



 

 

(2) 収骨案内は、まず売店職員が収骨開始時刻の 10 分ほど前に待合室へ伺い、待合室の冷蔵庫内の飲料や売店

からご用意した飲食物等のご利用がありましたら、精算をお願いいたします。その後、予約システムでご希望された方

には、館内放送により収骨開始のご案内をいたします。希望されない方には、職員よりご案内させていただきます。 

(3) 収骨案内がありましたら皆様を速やかに最寄りのエレベーターで 1 階エントランスホールへご案内ください。ご案内の

際は参列者（収骨参加者）の全てがお揃いであることをご確認ください。収骨案内後に皆様が揃わず待機のお願

いは原則として受けられませんので利用者に予めご注意ください。また、利用者から収骨開始時刻のご要望も受けら

れませんのでご了承ください。 

(4) 職員が収骨室前でお待ちしていますので皆様をご案内ください。 

(5) 火葬炉前で出炉の確認として喪主より火葬炉番号プレートを職員が回収いたします。 

(6) 出炉確認後に収骨となります。聖苑が用意する箸を使用して 1 人 1 回ずつ焼骨をツボに収めていただきます。全て

の方が納め終わった後に残る焼骨は職員が納めさせていただきます。 

箸を使っての収骨が難しい「死胎」等についてはピンセットにて対応させていただく場合がございます。 

(7) 収骨方法は原則として「2 人挟み」での収骨案内とさせていただきます。「1 人挟み」や「立ち会いのみ」などの収骨

案内の希望は予約時の備考欄に記載ください。 

(8) 分骨は収骨時に同時にご案内します。分骨申請者に分骨容器へ納めていただきます。 

(9) 職員の収骨対応は箸の他に手箒、ちり取りを使用させていただきます。 

(10) 収骨後にお返しする必要書類については原則として骨つぼの外箱内につぼと一緒に納めてお返しいたします。または

外箱に納められない場合や喪主または管理される方（宗教者、葬儀業者、代表者）で手渡しなどを希望される場

合は要望にお応えします。 

(11) 収骨後はお預かりする全て骨壺、お写真（遺影）、位牌（霊璽
れ い じ

）などをお返しし収骨終了となります。 

(12) お帰りのご案内をお願いします。エントランスホール出口側へご案内してください。 

(13) 収骨室内、エントランスホール及び回廊での散会、挨拶は他利用者に迷惑となりますのでご遠慮ください。 

 

9.駐車場 

(1) 自家用車は第一または第二駐車場へ案内ください。身体障がい者用駐車場は、エントランス前のロータリー内にあり

ます。 

(2) エントランス前のロータリーは原則、霊きゅう車、マイクロバス、タクシーで受付時のみ進入を可能とします。ロータリー内

で早着や遅延による待機や迎車の待機はできませんのでご注意ください。 

(3) お車を利用の際は、駐車場の駐車スペース内にお願いします。 

(4) 聖苑駐車場は台数に制限がございますので、出来るだけ乗り合いのうえ、お越しいただくようお願いします。 

(5) 聖苑内の車両運行は最徐行（時速 20 ㎞以内）でお願いします。 

(6) 千葉県条例により自動車を駐車または停車する時は、アイドリングストップをお願いします。 

(7) エントランス前のロータリーに身体障がい者用駐車スペースが 4 台分ございます。 

(8) エントランス前のロータリーの多目的駐車場に電気自動車の充電スペースが 2 台分ございます。 
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(9) 事故や盗難等については各人の責任で対応をお願いします。聖苑では一切の責任は負いかねますので鍵のかけ忘

れや事故がないように十分にご注意ください。 
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