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平 成 2 8 年 度 事 業 報 告 に つ い て 
 

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間における本法人の事業は次の通りです。 

 

事 業 の 概 要 
本年度における事業は、関係官庁・墓地ご使用家そして地域の皆様のご指導とご協力により、

環境衛生の増進に寄与するとともに、先祖祭祀・祈りの場として多くの皆様のご愛顧をいただき

ました。 

 

１：本年度におけるみやぎ霊園の墓地使用状況等は、次の通りです。 

 ●墓地の新規貸し出しと返還の状況（区画数） 

  ・一般墓地 

タイプ 一畳 3/4 坪 0.8 坪 １坪 1.3 坪 1.5 坪 2 坪超 芝生 PET と 合 計 返還 

区画数 ４０ １２ ２５ ２９ ０ ３ ０ ５５ ２７ 191 ３３ 

（２） 

＊返還の数は、( )内のやすらぎの碑などの園内移転を含む 

＊被災者の区画移転は含まない、放棄復権を含む 

・有期限墓地 

期間 １０年 ２０年 ３０年 ４０年 ５０年 ６０年 合 計 満期数 

区画数 ０ ３ ８ ３ １ ３ １８ ０ 

  ・やすらぎの碑 

タイプ 個人墓 納骨壇 子守壇 合祀墓 合 計 返還 

区画数 ０ １１５ １ ０ １１６ ０ 

   

●ご使用の状況 

  ・使用件数と内訳 

個人使用 ５,８８３件 法人・団体使用 ６０件 
一般区画 ５,１５１ 宗教法人等 ５６ 

やすらぎの碑 ６７１ その他の団体  ４ 

有期限墓地  ６１   

  ・納骨・改葬の状況 

平成２８年度 納骨 改葬 PET 

一般墓地 ６５０ [１２,０２３] １９ [１０３] ７ [７] 

やすらぎの碑 ３９ [３１７] ０ ― 

有期限墓地 １２ [３１] ０ ― 

歳花の碑 ７ [７] ― ― 

合計 ７０８ [１２,３７８] １９ [１０３] ７ [７] 

表示: 当年度件数 [累計件数] 

＊改葬は園外に出る手続きを示す、累計改葬者数は放棄した使用家を含まない 

 

２：みやぎ霊園の震災復興復旧のための整備事業と新墓地造成について 

 東日本大震災による復興整備を目的として宮城県、仙台市へ開発事業及び墓地区域の変更申請

を行いました。園内で被災した墓地区画の移転先として造成工事を進め、1-2 工区エリアの墓地

供用を開始いたしました。本工区においては、南門を設置し市道（郷六青葉山線）へ接続する園

内通り抜け道路を整備し、園内通路の交通事情改善に大きく役立っております(資料 1: 土地利

用計画図)。 

○森林法林地開発行為変更許可申請（宮城県） 


　

平成28年度事業報告について



平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間における本法人の事業は次の通りです。



事業の概要

本年度における事業は、関係官庁・墓地ご使用家そして地域の皆様のご指導とご協力により、環境衛生の増進に寄与するとともに、先祖祭祀・祈りの場として多くの皆様のご愛顧をいただきました。



１：本年度におけるみやぎ霊園の墓地使用状況等は、次の通りです。

　●墓地の新規貸し出しと返還の状況（区画数）

　　・一般墓地

		タイプ

		一畳

		3/4坪

		0.8坪

		１坪

		1.3坪

		1.5坪

		2坪超

		芝生

		PETと

		合　計

		返還



		区画数

		４０

		１２

		２５

		２９

		０

		３

		０

		５５

		２７

		191

		３３

（２）





＊返還の数は、(　)内のやすらぎの碑などの園内移転を含む

＊被災者の区画移転は含まない、放棄復権を含む

・有期限墓地

		期間

		１０年

		２０年

		３０年

		４０年

		５０年

		６０年

		合　計

		満期数



		区画数

		０

		３

		８

		３

		１

		３

		１８

		０





　　・やすらぎの碑

		タイプ

		個人墓

		納骨壇

		子守壇

		合祀墓

		合　計

		返還



		区画数

		０

		１１５

		１

		０

		１１６

		０





　　

●ご使用の状況

　　・使用件数と内訳

		個人使用

		５,８８３件

		法人・団体使用

		６０件



		一般区画

		５,１５１

		宗教法人等

		５６



		やすらぎの碑

		６７１

		その他の団体

		　４



		有期限墓地

		　６１

		

		





　　・納骨・改葬の状況

		平成２８年度

		納骨

		改葬

		PET



		一般墓地

		６５０ [１２,０２３]

		１９ [１０３]

		７ [７]



		やすらぎの碑

		３９ [３１７]

		０

		―



		有期限墓地

		１２ [３１]

		０

		―



		歳花の碑

		７ [７]

		―

		―



		合計

		７０８ [１２,３７８]

		１９ [１０３]

		７ [７]





表示: 当年度件数 [累計件数]

＊改葬は園外に出る手続きを示す、累計改葬者数は放棄した使用家を含まない



２：みやぎ霊園の震災復興復旧のための整備事業と新墓地造成について

　東日本大震災による復興整備を目的として宮城県、仙台市へ開発事業及び墓地区域の変更申請を行いました。園内で被災した墓地区画の移転先として造成工事を進め、1-2工区エリアの墓地供用を開始いたしました。本工区においては、南門を設置し市道（郷六青葉山線）へ接続する園内通り抜け道路を整備し、園内通路の交通事情改善に大きく役立っております(資料1: 土地利用計画図)。

○森林法林地開発行為変更許可申請（宮城県）

　・宮城県（自保）指令第5号　平成28年4月28日　許可

　・宮城県（自保）指令第139号　平成28年5月31日　部分完了認可

○開発行為変更許可申請（第2回変更）（仙台市）

　・仙台市（H28都住開）指令第8号　平成28年4月26日　許可

　・仙台市（H28都住開）指令第475号　平成28年7月21日 工事検査済証

・開発区域または工区に含まれる地域の名称及び面積

　　　地域の名称: 1-2工区

　　所在地：仙台市青葉区郷六字大森2-69の一部, 2-70, 2-72, 2-73

　　仙台市青葉区郷六字郷六上4-47の一部

　　仙台市青葉区郷六字郷六山5-1, 6, 10-8, 17,25-1, 25-2の各一部

      面積:　18.752㎡

○墓地供用の概要: 1-2工区

　・墓地区画　2,000区画（計画総数）

　・墓地形式　一般墓地、芝生墓地、ペットといっしょ墓地など

○開発事業申請業務の委託

　・株式会社ササキカンパニーリミテド：仙台市太白区

　・計画図設計作図と関係役所機関との協議など

○工事施工業者

　・株式会社本田組：宮城県伊具郡丸森町

○墓地区域変更許可と区画割り設定

　当開発エリアについては、平成27年に仙台市より墓地経営許可をいただいております。

		・指令

		仙台市（H27健保生）指令第28号

		



		・許可日

		平成27年12月15日

		



		・墓地所在地（拡張部）

		仙台市青葉区郷六字大森2-69,2-70

		



		・墓地名称

		みやぎ霊園

		



		・面積

		仙台市青葉区郷六字大森2-68,2-70

		10,188㎡



		

		既存部、拡張部合計

		76,383㎡

(約23,100坪)



		・墓地区画数

		1-2工区（西17D,18区,20区,21区）

		500区画





　1-2工区の墓地区画割りについては、資料2の通りです。



３：東日本大震災における罹災の修復整備

　霊園管理事務所では、平成23年3月11日に発生した大地震以後、被災した霊園施設や墓石の修復に取り組んでおります。霊園使用者をはじめとする多くの関係者のご協力をいただき、施設修復が進んでおり、また、開発エリアの1-1工区を西17区墓地として整備し、その一部を罹災した区画の移転再建立にむけています。

●使用者区画の被災程度と状況

		区分

		主な区域

		被災程度

		状況

		件数



		Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

		3・5区

		墓地墓石ともに甚大な被災

		納骨・墓参は困難

		200～300件



		Bｸﾞﾙｰﾌﾟ

		1・2・16区・西3・西10～16区の一部

		墓地墓石ともに被災

		納骨するには問題あり

		150～200件



		Cｸﾞﾙｰﾌﾟ

		AB周囲、全体に分布

		墓地墓石ともに被災

		長期的には補修が望まれる

		400～500件



		Dｸﾞﾙｰﾌﾟ

		全体に分布

		軽微な被災

		使用者の責任による補修が望まれる

		1,400件以上





●被災墓地交換

　被災した区画から、正常区画へ原則として無償交換

		タイプ

		一般区画

		

		やすらぎの碑



		

		0.8坪

		１坪

		1.3～1.5坪

		2坪超

		芝生

		計

		

		個人

		棚

		合祀

		計



		移転先

区画数

		１３

		４１

		９１

		９

		１１

		１６５

		

		８

		１２

		３

		２３





＊H23.3.11からH28.3.31までの移転先区画数の累計



４：新たな墓地サービスの提供

①ペットと一緒に埋葬・参拝できる墓地エリアの創出「ペットといっしょ墓地」

　　多くの家庭で犬や猫などのペットを飼い、家族の一員として共にすごしていることから、そのペットが亡くなったときに一緒の墓に納骨したいというご相談をお寄せいただくことが増えてまいりました。このようなご要望に応じるため、ペットと一緒の納骨・墓参に適した芝生墓地タイプの環境を整えて供用を開始いたしました。埋葬部分（いわゆるカロートと呼ばれる部分）に、人間とペットの焼骨仕切りが設けてあります。また、区域内にはペット用慰霊墓（合祀）を建立し、当面は当園使用者に限定しご利用いただいております。

②墓地の継承に不安を抱える方々のためのサービス

有期限墓地「夫婦百年（ももとせ）の墓」および墓守後見制度「墓託（はかたく）」のサービスを提供いたしております。

最近では無縁墳墓の増加が社会問題として懸念され、各メディアなどでも取り上げられております。承継者がいない、子供に負担を掛けたくない、子供が受け継いでくれるか不安などの理由で、承継者不要の墓地形態に対する興味が高まりつつあるのが現状です。このような状況において、墓の承継について不安を抱く方々への相談窓口を設け、後継ぎが途絶えた後でも心配のない墓地管理サービスを提供することで、さまざまな世帯に広く安心してご利用いただける墓参環境を整えることを目的としています。

有期限墓地「夫婦百年の墓」は、一定期間を定めてご利用いただける墓地タイプ。墓託は、既存墓地の使用者が、一定期間の墓地管理と経過後の墓じまいを本財団に委託する制度です。

・墓託の申込み状況

		年数

		～10年

		～20年

		～30年

		合計



		件数

		３

		２

		２

		７





＊H27.7制度開始からH29.3.31までの累計

③やすらぎの碑

当園の永代供養墓である「やすらぎの碑」ついては、募集開始以来多くの方々のお申し込みをいただいておりますが応募数がほぼ満了となったことから、新たに納骨壇タイプを増設し、供用を開始いたしました。

		タイプ

		納骨方法

		使用料

		設定数

		備考



		納骨壇式

		遺骨は骨壷で納骨棟内部の棚に安置

		15万円

		800基

		33年経過後に合祀



		合祀墓式

		遺骨は合同カロート内に散骨

		－

		－

		経過後の受け皿







５：理事会・評議員会議案と承認

当財団法人の理事会・評議員会の開催、各議案の承認については以下の通りです。平成27年度決算等を主務官庁に報告するとともに、定款、業務・財務等に関する資料を公開しました。

		開催日

		会議名

		開催場所

		理事会議案



		H28.5.31

		臨時理事会

		みなし決議方式

		1号議案：合祀墓新設並びに増設にかかる工事費用借り入れの件

2号議案：平成28年度評議員選定委員会開催に伴う外部委員選任の件

3号議案：評議員候補者推薦の件



		H28.5.31

		臨時評議員会

		みなし決議方式

		1号議案：1-2工区区画割工事資金を借入する件



		H28.6.6

		定時理事会

		霊園管理事務所

		1号議案：平成27年度事業報告及び付属明細書承認の件

2号議案：平成27年度計算書類及び付属明細書並びに財産目録承認の件

3号議案：定時評議員会招集の件



		H28.6.8

		評議員選

定委員会

		東京事務所

		1号議案：議長選出の件

2号議案：評議員選定の件



		H28.6.21

		定時評議員会

		霊園管理事務所

		1号議案：議長選出の件

2号議案：議事録署名人選出の件

3号議案：平成27年度計算書類及び付属明細書並びに財産目録承認の件

4号議案：理事選出の件

5号議案：監事選出の件



		H28.6.21

		臨時理事会

		霊園管理事務所

		1号議案：理事長選任の件



		H28.9.27

		臨時評議員会

		みなし決議方式

		1号議案：資金借入の件



		H28.9.27

		臨時理事会

		みなし決議方式

		1号議案：資金借入の件



		H28.12.21

		臨時理事会

		みなし決議方式

		1号議案：土地売却の件

2号議案：理事神谷隆一氏を代表とする法人との取引承認の件



		H28.12.21

		臨時評議員会

		みなし決議方式

		1号議案：土地売却の件



		H28.3.22

		定時理事会

		霊園管理事務所

		1号議案：平成29年度事業計画及び収支予算書承認の件

2号議案：みやぎ霊園墓地経営許可事前協議事項変更協議書提出の件

3号議案：「謝金に関する規程」新設の件

4号議案：「有期限墓地使用規程」改定の件







６：墓地の募集業務について

情報誌河北ウィークリーや河北新報・全国紙による折込チラシ、高齢者向け情報誌シルバーネットに墓地広告（（有）あしたの広告社）を掲載したほか、仙台市営バスの車内アナウンス広告（㈱ケイエムアドシステム）を行うなど幅広い情報提供を心がけました。メディアからも注目を集め、仙台放送「みんなのニュース」で永代供養墓やすらぎの碑やペットといっしょ墓地、ミヤギテレビ「OH！バンデス」でペットといっしょ墓地が取り上げられました。

交通アクセス面では、専用車両による仙台駅からの送迎を行い、参拝や墓地見学にご利用いただきました。春彼岸・お盆・秋彼岸の繁忙期には、宣伝カーを兼ねて仙台駅～霊園間を結ぶ参拝客用送迎シャトルバスも運行しました。

墓地見学者に来園時にアンケートにご協力いただき、来園動機・居住エリアなどを分析参照し、適切な墓地募集業務が行えるよう努めています。みやぎ霊園見学者の来園動機については資料3の通りです。



７：霊園だよりの発行と霊園ホームページの充実

霊園だより2017.3春号Vol.20を発行し、ご使用家の皆様へ送付、ホームページへ掲載しました。発行部数各5,900部、配布先：霊園使用者、墓地見学者など。

またドローンによる動画撮影やグーグルストリートビューによる撮影も行い、募集区画の動画や写真をホームページに公開しました。



８：事務及び維持管理業務とその他の活動について

· 管理棟二階では法事室、礼拝室、控室を有料（500円/1名・税別）でご利用いただけます。今年度の法事室ご利用状況：50件、557名。

· 管理事務所では、納骨・改葬・分骨等の各種手続き、管理料ご請求と料金収受、ご法要のご相談、墓地所在のご案内などの窓口業務について親切で迅速な対応を心がけました。 “墓地・埋葬等に関する法律”等の法令に基づき、墓地区画図面台帳や墓地使用者台帳・埋蔵改葬分骨の記録・財務諸表等の帳簿について適正に管理を行う様努めました。管理料については未収金が年々増加していることから、今後一層の支払督促活動に努めてまいります。

· 葬儀社、石材店と墓地紹介斡旋に関する提携を結びました。

· ご参拝の利便向上のため、野外用車イスを貸し出し、また送迎バスについては、仙台駅～霊園間を運行いたしております。

· 緑と草花の維持管理に努めました。霊園入口や管理棟周辺、法面等、職員が中心となり園内に樹木・草花を植付けました。

· 彼岸・お盆期間には歩行者の安全と車両渋滞緩和のため交通誘導員の配置（㈱アイックス）をいたしました。南門への通り抜け道路の開通により、繁忙期は園内一方通行を実施しスムーズな車両通行につなげました。

· 高齢ドライバーによる園内での事故が増えています。アクセルとブレーキの踏み違いによる運転ミスです。事故防止キャンペーンとしてステッカーを作成、配布いたしました。資料4。

· 春彼岸の繁忙期に、芝生墓地において数回ボヤが発生し消防出動となりました。線香着火時の不注意で種火が芝生に燃え移ることが原因です。風が強く乾燥している時節は十分対策をとるよう注意してまいります。

· 日常的な維持管理業務は、主に職員が従事しておりますが、清掃や除草等の補助的業務については、近隣居住の方々を中心に臨時アルバイトとしてお手伝いをいただきました。業務を通じて清潔で快適な墓参環境を維持するよう努めました。

· 新たな墓参サービスとして、僧侶が各戸墓石前でお経を読み上げる墓前読経・塔婆供養サービス、彼岸・お盆の交通混雑状況インターネットライブ配信を提供いたしました。

· 有期限墓地、墓託、園内墓じまいの受け皿となる永代供養墓「歳花の碑」を竣工しました。

· 霊園使用者やご相談客の増加に伴い、管理事務所が手狭になってきたことから一部を増築しました。

· 園内施設の案内看板を配置いたしました。

· 称念寺僧侶をお迎えし、定例の水子地蔵尊合同慰霊祭（H28.11）を開催しました。

· やすらぎの碑合同慰霊祭（H28.5）を開催いたしました。

· 東京事務所の活動

・公益財団法人移行後、初めての内閣府立入検査（H28.11.22）を東京事業所において受けました。いくつかの指摘がありましたが、今後に対応して参ります。

・管理事務所の負担を軽減させるため、事務員を1名採用し、一部の業務を東京事業所に移管しました。

・墓地の多様化に伴い、現行の墓地管理ソフトでは対応できないケースがあるところから、墓地管理ソフトの自主制作に取り組んでまいりました。



＜園内の写真＞



やすらぎの碑増設　　　　　　　　　　　　　ペットといっしょ墓地のサンプル墓石





案内看板の設置				　　花壇の植え替え



事務所の増設　				　　歳花の碑　竣工



南門と通抜け道路　　　　　　　　　　　　　１－２工区全景



かもしか　　　　　　　　　　　　　　　　　季節の花



季節の花	　　　　　　　　　　　　　季節の花

＜資料1　開発工事土地利用計画図＞







＜資料2　1-2工区墓地区画割り図＞
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＜資料3：みやぎ霊園墓地見学者の来園動機の割合＞　　　＊H18.1より統計







＜資料4　参拝車両事故と事故防止キャンペーンステッカー＞
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 ・宮城県（自保）指令第 5号 平成 28年 4月 28 日 許可 

 ・宮城県（自保）指令第 139 号 平成 28 年 5月 31 日 部分完了認可 

○開発行為変更許可申請（第 2回変更）（仙台市） 

 ・仙台市（H28 都住開）指令第 8号 平成 28年 4 月 26 日 許可 

 ・仙台市（H28 都住開）指令第 475 号 平成 28 年 7 月 21 日 工事検査済証 

・開発区域または工区に含まれる地域の名称及び面積 

   地域の名称: 1-2 工区 

  所在地：仙台市青葉区郷六字大森 2-69 の一部, 2-70, 2-72, 2-73 

  仙台市青葉区郷六字郷六上 4-47 の一部 

  仙台市青葉区郷六字郷六山 5-1, 6, 10-8, 17,25-1, 25-2 の各一部 

      面積: 18.752 ㎡ 

○墓地供用の概要: 1-2 工区 

 ・墓地区画 2,000 区画（計画総数） 

 ・墓地形式 一般墓地、芝生墓地、ペットといっしょ墓地など 

○開発事業申請業務の委託 

 ・株式会社ササキカンパニーリミテド：仙台市太白区 

 ・計画図設計作図と関係役所機関との協議など 

○工事施工業者 

 ・株式会社本田組：宮城県伊具郡丸森町 

○墓地区域変更許可と区画割り設定 

 当開発エリアについては、平成 27 年に仙台市より墓地経営許可をいただいております。 

・指令 仙台市（H27 健保生）指令第 28 号  

・許可日 平成 27年 12 月 15 日  

・墓地所在地（拡張部） 仙台市青葉区郷六字大森 2-69,2-70  

・墓地名称 みやぎ霊園  

・面積 仙台市青葉区郷六字大森 2-68,2-70 10,188 ㎡ 

 既存部、拡張部合計 
76,383 ㎡ 

(約 23,100 坪) 

・墓地区画数 1-2 工区（西 17D,18 区,20 区,21 区） 500 区画 

 1-2 工区の墓地区画割りについては、資料 2の通りです。 

 

３：東日本大震災における罹災の修復整備 

 霊園管理事務所では、平成 23年 3 月 11 日に発生した大地震以後、被災した霊園施設や墓石の

修復に取り組んでおります。霊園使用者をはじめとする多くの関係者のご協力をいただき、施設

修復が進んでおり、また、開発エリアの 1-1 工区を西 17 区墓地として整備し、その一部を罹災

した区画の移転再建立にむけています。 
●使用者区画の被災程度と状況 

区分 主な区域 被災程度 状況 件数 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3・5 区 墓地墓石ともに甚大な被災 納骨・墓参は困難 200～300 件 

B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1・2・16 区・西 3・西

10～16 区の一部 墓地墓石ともに被災 納骨するには問題あり 150～200 件 

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ AB 周囲、全体に分布 墓地墓石ともに被災 長期的には補修が望まれる 400～500 件 

D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 全体に分布 軽微な被災 使用者の責任による補修が望

まれる 1,400 件以上 

●被災墓地交換 
 被災した区画から、正常区画へ原則として無償交換 

一般区画  やすらぎの碑 
タイプ 

0.8 坪 １坪 1.3～1.5 坪 2 坪超 芝生 計  個人 棚 合祀 計 

移転先 
区画数 

１３ ４１ ９１ ９ １１ １６５  ８ １２ ３ ２３ 

＊H23.3.11 から H28.3.31 までの移転先区画数の累計 
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４：新たな墓地サービスの提供 

①ペットと一緒に埋葬・参拝できる墓地エリアの創出「ペットといっしょ墓地」 

  多くの家庭で犬や猫などのペットを飼い、家族の一員として共にすごしていることから、そ

のペットが亡くなったときに一緒の墓に納骨したいというご相談をお寄せいただくことが増

えてまいりました。このようなご要望に応じるため、ペットと一緒の納骨・墓参に適した芝生

墓地タイプの環境を整えて供用を開始いたしました。埋葬部分（いわゆるカロートと呼ばれる

部分）に、人間とペットの焼骨仕切りが設けてあります。また、区域内にはペット用慰霊墓（合

祀）を建立し、当面は当園使用者に限定しご利用いただいております。 

②墓地の継承に不安を抱える方々のためのサービス 

有期限墓地「夫婦百年（ももとせ）の墓」および墓守後見制度「墓託（はかたく）」のサー

ビスを提供いたしております。 

近では無縁墳墓の増加が社会問題として懸念され、各メディアなどでも取り上げられており

ます。承継者がいない、子供に負担を掛けたくない、子供が受け継いでくれるか不安などの理

由で、承継者不要の墓地形態に対する興味が高まりつつあるのが現状です。このような状況に

おいて、墓の承継について不安を抱く方々への相談窓口を設け、後継ぎが途絶えた後でも心配

のない墓地管理サービスを提供することで、さまざまな世帯に広く安心してご利用いただける

墓参環境を整えることを目的としています。 

有期限墓地「夫婦百年の墓」は、一定期間を定めてご利用いただける墓地タイプ。墓託は、既

存墓地の使用者が、一定期間の墓地管理と経過後の墓じまいを本財団に委託する制度です。 

・墓託の申込み状況 

年数 ～10 年 ～20 年 ～30 年 合計 

件数 ３ ２ ２ ７ 

＊H27.7 制度開始から H29.3.31 までの累計 

③やすらぎの碑 

当園の永代供養墓である「やすらぎの碑」ついては、募集開始以来多くの方々のお申し込み

をいただいておりますが応募数がほぼ満了となったことから、新たに納骨壇タイプを増設し、

供用を開始いたしました。 

タイプ 納骨方法 使用料 設定数 備考 

納骨壇式 
遺骨は骨壷で納骨棟内部の棚

に安置 
15 万円 800 基 33 年経過後に合祀 

合祀墓式 遺骨は合同カロート内に散骨 － － 経過後の受け皿 

 

５：理事会・評議員会議案と承認 

当財団法人の理事会・評議員会の開催、各議案の承認については以下の通りです。平成 27 年

度決算等を主務官庁に報告するとともに、定款、業務・財務等に関する資料を公開しました。 

開催日 会議名 開催場所 理事会議案 

H28.5.31 臨時理事会 みなし決議方式 

1 号議案：合祀墓新設並びに増設にかかる工事費用借り入れの件 

2 号議案：平成 28 年度評議員選定委員会開催に伴う外部委員選任の件 

3 号議案：評議員候補者推薦の件 

H28.5.31 臨時評議員会 みなし決議方式 1 号議案：1-2 工区区画割工事資金を借入する件 

H28.6.6 定時理事会 霊園管理事務所 

1 号議案：平成 27 年度事業報告及び付属明細書承認の件 

2 号議案：平成 27 年度計算書類及び付属明細書並びに財産目録承認の件 

3 号議案：定時評議員会招集の件 

H28.6.8 
評議員選 

定委員会 
東京事務所 

1 号議案：議長選出の件 

2 号議案：評議員選定の件 

H28.6.21 定時評議員会 霊園管理事務所 

1 号議案：議長選出の件 

2 号議案：議事録署名人選出の件 

3 号議案：平成 27 年度計算書類及び付属明細書並びに財産目録承認の件 

4 号議案：理事選出の件 

5 号議案：監事選出の件 

H28.6.21 臨時理事会 霊園管理事務所 1 号議案：理事長選任の件 

H28.9.27 臨時評議員会 みなし決議方式 1 号議案：資金借入の件 
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H28.9.27 臨時理事会 みなし決議方式 1 号議案：資金借入の件 

H28.12.21 臨時理事会 みなし決議方式 
1 号議案：土地売却の件 

2 号議案：理事神谷隆一氏を代表とする法人との取引承認の件 

H28.12.21 臨時評議員会 みなし決議方式 1 号議案：土地売却の件 

H28.3.22 定時理事会 霊園管理事務所 

1 号議案：平成 29 年度事業計画及び収支予算書承認の件 

2 号議案：みやぎ霊園墓地経営許可事前協議事項変更協議書提出の件 

3 号議案：「謝金に関する規程」新設の件 

4 号議案：「有期限墓地使用規程」改定の件 

 

６：墓地の募集業務について 

情報誌河北ウィークリーや河北新報・全国紙による折込チラシ、高齢者向け情報誌シルバーネ

ットに墓地広告（（有）あしたの広告社）を掲載したほか、仙台市営バスの車内アナウンス広告

（㈱ケイエムアドシステム）を行うなど幅広い情報提供を心がけました。メディアからも注目を

集め、仙台放送「みんなのニュース」で永代供養墓やすらぎの碑やペットといっしょ墓地、ミヤ

ギテレビ「OH！バンデス」でペットといっしょ墓地が取り上げられました。 

交通アクセス面では、専用車両による仙台駅からの送迎を行い、参拝や墓地見学にご利用いた

だきました。春彼岸・お盆・秋彼岸の繁忙期には、宣伝カーを兼ねて仙台駅～霊園間を結ぶ参拝

客用送迎シャトルバスも運行しました。 

墓地見学者に来園時にアンケートにご協力いただき、来園動機・居住エリアなどを分析参照し、

適切な墓地募集業務が行えるよう努めています。みやぎ霊園見学者の来園動機については資料 3

の通りです。 

 

７：霊園だよりの発行と霊園ホームページの充実 

霊園だより 2017.3 春号 Vol.20 を発行し、ご使用家の皆様へ送付、ホームページへ掲載しまし

た。発行部数各 5,900 部、配布先：霊園使用者、墓地見学者など。 

またドローンによる動画撮影やグーグルストリートビューによる撮影も行い、募集区画の動画

や写真をホームページに公開しました。 

 

８：事務及び維持管理業務とその他の活動について 

・ 管理棟二階では法事室、礼拝室、控室を有料（500 円/1 名・税別）でご利用いただけます。

今年度の法事室ご利用状況：50 件、557 名。 

・ 管理事務所では、納骨・改葬・分骨等の各種手続き、管理料ご請求と料金収受、ご法要のご

相談、墓地所在のご案内などの窓口業務について親切で迅速な対応を心がけました。 “墓地・

埋葬等に関する法律”等の法令に基づき、墓地区画図面台帳や墓地使用者台帳・埋蔵改葬分

骨の記録・財務諸表等の帳簿について適正に管理を行う様努めました。管理料については未

収金が年々増加していることから、今後一層の支払督促活動に努めてまいります。 

・ 葬儀社、石材店と墓地紹介斡旋に関する提携を結びました。 

・ ご参拝の利便向上のため、野外用車イスを貸し出し、また送迎バスについては、仙台駅～霊

園間を運行いたしております。 

・ 緑と草花の維持管理に努めました。霊園入口や管理棟周辺、法面等、職員が中心となり園内

に樹木・草花を植付けました。 

・ 彼岸・お盆期間には歩行者の安全と車両渋滞緩和のため交通誘導員の配置（㈱アイックス）

をいたしました。南門への通り抜け道路の開通により、繁忙期は園内一方通行を実施しスム

ーズな車両通行につなげました。 

・ 高齢ドライバーによる園内での事故が増えています。アクセルとブレーキの踏み違いによる

運転ミスです。事故防止キャンペーンとしてステッカーを作成、配布いたしました。資料 4。 

・ 春彼岸の繁忙期に、芝生墓地において数回ボヤが発生し消防出動となりました。線香着火時

の不注意で種火が芝生に燃え移ることが原因です。風が強く乾燥している時節は十分対策を

とるよう注意してまいります。 

・ 日常的な維持管理業務は、主に職員が従事しておりますが、清掃や除草等の補助的業務につ

いては、近隣居住の方々を中心に臨時アルバイトとしてお手伝いをいただきました。業務を

通じて清潔で快適な墓参環境を維持するよう努めました。 

・ 新たな墓参サービスとして、僧侶が各戸墓石前でお経を読み上げる墓前読経・塔婆供養サー
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ビス、彼岸・お盆の交通混雑状況インターネットライブ配信を提供いたしました。 

・ 有期限墓地、墓託、園内墓じまいの受け皿となる永代供養墓「歳花の碑」を竣工しました。 

・ 霊園使用者やご相談客の増加に伴い、管理事務所が手狭になってきたことから一部を増築し

ました。 

・ 園内施設の案内看板を配置いたしました。 

・ 称念寺僧侶をお迎えし、定例の水子地蔵尊合同慰霊祭（H28.11）を開催しました。 

・ やすらぎの碑合同慰霊祭（H28.5）を開催いたしました。 

・ 東京事務所の活動 

・公益財団法人移行後、初めての内閣府立入検査（H28.11.22）を東京事業所において受けま

した。いくつかの指摘がありましたが、今後に対応して参ります。 

・管理事務所の負担を軽減させるため、事務員を 1 名採用し、一部の業務を東京事業所に移

管しました。 

・墓地の多様化に伴い、現行の墓地管理ソフトでは対応できないケースがあるところから、

墓地管理ソフトの自主制作に取り組んでまいりました。 

 

＜園内の写真＞ 

 
やすらぎの碑増設             ペットといっしょ墓地のサンプル墓石 

 

 
案内看板の設置      花壇の植え替え 
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事務所の増設       歳花の碑 竣工 

 
南門と通抜け道路             １－２工区全景 

 
かもしか                 季節の花 

 
季節の花              季節の花 
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＜資料 1 開発工事土地利用計画図＞ 

 
 
 
＜資料 2 1-2 工区墓地区画割り図＞ 
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＜資料 3：みやぎ霊園墓地見学者の来園動機の割合＞   ＊H18.1 より統計 

 
 
 
＜資料 4 参拝車両事故と事故防止キャンペーンステッカー＞ 

 

 
 

 


