
枚方市規格葬儀取扱店募集要項 

 

市が定める仕様及び料金に従い、葬儀業者等が執り行う「規格葬儀」を提供する新規取扱

店を募集いたします。 

 

１．枚方市規格葬儀の目的 

   枚方市において簡素、低廉かつ厳粛な葬儀の執行を確保し、市民福祉の向上に寄与す

ることを目的とする。 

 

２．応募資格要件 

   次の要件をすべて満たしていること。 

①葬儀業としての実績が１年以上あること。 

   ②枚方市内に葬儀のための店舗又は事務所を有していること。 

   ③規格葬儀の実施に必要な人員、機材等の資力を有していること。 

   ④市税を完納していること。 

 

３．提出書類 

   ①枚方市規格葬儀取扱店申出書（様式１） 

   ②枚方市規格葬儀実施計画書（様式２） 

   ③店舗及び事務所周辺地図 

   ④市税の完納証明書（滞納無証明書） 

   ⑤個人事業者は住民基本台帳の写し、法人事業者は法人登記簿の写し 

   ※３か月以内に発行されたもの 

 

４．規格葬儀用祭壇の取扱い 

   書類の提出後、承認審査を経て承認された葬儀業者等は、取扱開始日までに規格葬儀

用祭壇を自費で準備していただきます。祭壇の仕様は別紙仕様書を基準とし、寸法は±

10％を超えないものとします。祭壇の準備については市と事前に協議してください。 

 

５．規格葬儀プラン及び価格 

   別紙のとおり 

 

６．募集要項等の配付及び書類の提出 

   配付期間： 令和４年 12 月１日（木）～12 月 28 日（水） 

   提出期間： 令和４年 12 月 19 日（月）～12 月 28 日（水） 

   （土・日曜日・祝日は除く。午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで。） 

      ※申出書等様式は、環境政策課ホームページからもダウンロードできます。 

 



７．質疑期間及び回答公開日時 

   質疑： 令和４年 12 月５日（月）～ 12 月９日（金）正午必着。 

下記、環境政策課メールアドレスまで送信してください。 

     Ｅ－mail：kankyoseisaku@city.hirakata.osaka.jp 

      ※電話、口頭による質疑は受け付けませんので、ご留意ください。なお、様式

は自由としますが、氏名（会社名）、電話番号を記載のうえ、簡潔にまとめ

てください。 

   回答： 令和４年 12 月 13 日（火）13 時～  

枚方市役所ホームページ（組織一覧⇒環境部⇒環境政策室 環境保全担当）

に掲載します。 

 

８．規格葬儀取扱開始日 

   令和５年４月１日（土） 

 

９．協定書の締結等について 

   枚方市規格葬儀取扱店として承認された後には、「枚方市規格葬儀に関する要綱」及

び「枚方市規格葬儀取扱店に関する要項」に基づき、規格葬儀の提供についてその仕様、

料金及び遵守すべき事項に関して枚方市と協定書を締結していただきます。協定期間は

1 年とし、異議の申出のないときは、更新に必要な書類を提出のうえ、さらに 1 年間延

長します。 

 

10．申込み及び問い合わせ先 

   枚方市 環境部 環境政策課 

   〒573-1162 枚方市田口 5 丁目 1-1（穂谷川清掃工場管理棟 1 階） 

   電話：050‐7102‐6009 

 

11．その他 

   ・郵送、Ｅメール等による書類の提出はできません。書類は必ず持参してください。 

   ・提出された書類は理由の如何を問わず返却しません。 

   ・提出された書類の情報は、目的以外には使用しません。 

   ・枚方市規格葬儀に関する要綱等が必要な場合は、ご連絡ください。 



（様式１） 

  年  月  日 

 

枚 方 市 長   

 

               申出者 

住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

                                              

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） 

                                              
担当者氏名 
               （電話）                                                                                                                

 

 

枚方市規格葬儀取扱店申出書 

 

枚方市規格葬儀に関する要綱４条の規定に基づき、関係書類を添付のうえ下記のとおり申出します。 

 

記 

 

 

添付書類 

① 枚方市規格葬儀実施計画書 

② 店舗又は事務所周辺の地図 

③ 市税の完納証明書 

④ 住民基本台帳の写し（法人にあっては法人登録簿の写し） 

 

事業所の名称 
 

事業所の住所 大阪府枚方市 

電話番号 
       

 

営 業 開 始 年 月 日 
  

   年   月   日 

過去１年間の葬儀取

扱件数 

 

    件 



（様式２） 

枚方市規格葬儀実施計画書 

  

 

今般、枚方市規格葬儀取扱店の申出をするに当たり、枚方市規格葬儀の目的に賛同すると

ともに、下記の規格葬儀取扱店の責務を承諾し、この計画書を提出します。 

事業所名  

事業所責任者氏名  

事業所従業員数 人 

規格葬儀実施に当たって増

員する場合はその人数 
人 

 

事業所葬儀取扱件数 

年 件 

年 件 

年 件 

受付方法 

（可能なものに○印） 
１．電話 ２．ＦＡＸ ３．Ｅメール ４．来店 

５．自宅訪問 ６．その他（          ） 

受付時間  

添付書類 ① 会社（事業所）概要 

② 主な葬儀用具一覧 

 

（規格葬儀取扱店の責務） 

① 規格葬儀取扱店表示プレートを掲示する等、規格葬儀取扱店であることを明示すること。 

② 利用者から規格葬儀の申込があった場合、十分な説明をおこない、利用者の立場を尊重し誠実に対

応すること。 

③ 規格葬儀に関する苦情等には誠実に対応し速やかな解決に努めること。 

④ 業務遂行にあたり、心付け等の金品の請求もしくは受領をしないこと。 

⑤ 利用者に市のアンケートへの協力を求めること。 

 

  



規格葬儀用祭壇仕様書 

祭      段 

１ 仕様 
組祭段・４尺３段（袖１尺付） 

前幕板額窓格子入り・黒巻無し（神式に使用するため）・蛍光灯照明付 

２ 材質 桧柄デコラ板 

３ 

祭段サイズ 総幅 １２０ｃｍ 総奥行 ９０ｃｍ 総高 １０３ｃｍ 

１段目 W  １２０ｃｍ D   ３０ｃｍ H   ５５ｃｍ 

２段目 W  １２０ｃｍ D   ３０ｃｍ H   ２４ｃｍ 

３段目 W  １２０ｃｍ D   ３０ｃｍ H   ２４ｃｍ 

袖 W   ３０ｃｍ D   ３０ｃｍ H   ５５ｃｍ 

４ 前机（焼香台） W   ９０ｃｍ D   ２４ｃｍ H   ３０ｃｍ 

祭   壇（上物道具類） 

５ 材質 白 木（ホワイトスプールス） 

６ 
棺前飾り（御簾付） 

（掛軸 4宗派付） 
１台 祭段のサイズ仕様に合わせること W120  D27  H80 

７ 写真立 １台 祭段のサイズ仕様に合わせること W40  D18  H12 

８ 
ろうそく立 

（蝋燭型灯明付き） 
１対 祭段のサイズ仕様に合わせること W19  D16  H45 

９ 香炉 １台 祭段のサイズ仕様に合わせること W29  D22  H17 

１０ 位牌台 １台 祭段のサイズ仕様に合わせること W25  D19  H15 

１１ 二段盛 １対 祭段のサイズ仕様に合わせること W37  D27  H68 

１２ 脇燈籠（袖用） １対 祭段のサイズ仕様に合わせること W36  D30  H67 

１３ 焼香具 ２台 祭段のサイズ仕様に合わせること W27  D15  H15 

 

 

その他 

１４ 格納箱（木製） １式 
葬儀を自宅や自治会館等で執行するために祭壇や上物道具類を

収納し運搬するためのもの。丈夫なものであること。 



枚方市規格葬儀プラン及び価格表（仏式） 

プラン/総額 品   目 内   容 

標準葬

/150,000 円 

（税込） 

納棺 ２人 

祭壇・祭壇の飾りつけ 

規格祭壇 1式（祭壇・用具） 

幕（水引幕・式場用白布三方） 寺院や会館等極

端に広い場合等規格用の幕を超える部分の幕につ

いて業者 OP とする。 

（神式の場合は焼香台を玉串台に） 

（キリスト式の場合は焼香台を献花台に） 

葬祭用消耗品                         

（白木位牌・枕飾・記録帳セット・金欄骨

袋・経机（小）・諸用紙セット・白木御

膳・渦巻線香・白数珠・抹香・仏衣・線香

台・ろうそく・お供線香・香炉灰・焼香火

種・収納箱） 

白木位牌・枕飾・記録帳セット（５点）・金欄骨

袋(中の骨つぼは陶器製）・経机（小）・諸用紙セ

ット（１１点）・白木御膳・渦巻線香（１０

枚）・白数珠・抹香２５ｇ・仏衣・線香台・ろう

そく（仏式は祭壇用に電灯式ろうそくを使用する

ので、枕飾用に３号 2本・神式は祭壇用 20 号 2

本・キリスト式は祭壇用に 20 号 6本）・お供線香

（５束）・香炉灰（線香・香炉用）・焼香火種・

収納箱（紙製）                 

寝棺（防水紙付・窓付棺覆付・綿無し布団

付） 
棺掛け・修多羅房・御守護刀あり 

遺影写真（カラー・四つ切・額・写真立て

付） 
  

盛花(１対） 
通常 21,000 円で行っている盛花（1対）と同

等品 

ドライアイス（１０ｋｇ） 脱脂綿付 

骨箱セット （直径４寸） 壺・箱・覆い・風呂敷 

経机（大） 

四十九日まで使用する。白木化粧板 

神式の場合は神式用机 

キリスト式の場合はキリスト用机 

葬儀の進行（１人） 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

サポートスタッフ（通夜・葬儀 各１人） 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

放送設備 マイク・アンプ・スピーカー等 1式 

霊柩寝台車（１０㎞未満）   

略式葬

/65,000 円 

（税込） 

納棺 ２人 

葬祭用消耗品                         

（白木位牌・枕飾・記録帳セット・金欄骨

袋・経机（小）・諸用紙セット・白木御

膳・渦巻線香・白数珠・抹香・仏衣・線香

台・ろうそく・お供線香・香炉灰・焼香火

種・収納箱） 

白木位牌・枕飾・記録帳セット（５点）・金欄骨

袋(中の骨つぼは陶器製）・経机（小）・諸用紙セ

ット（１１点）・白木御膳・渦巻線香（１０

枚）・白数珠・抹香２５ｇ・仏衣・線香台・ろう

そく（仏式は祭壇用に電灯式ろうそくを使用する

ので、枕飾用に３号 2本・神式は祭壇用 20 号 2

本・キリスト式は祭壇用に 20 号 6本）・お供線香



（５束）・香炉灰（線香・香炉用）・焼香火種・

収納箱（紙製）                 

寝棺（防水紙付・窓付棺覆付・綿無し布団

付） 
棺掛け・修多羅房・御守護刀あり 

ドライアイス（１０ｋｇ） 脱脂綿付 

霊柩寝台車（１０㎞未満）   

枚方市規格葬儀プラン及び価格表(神式） 

プラン/総額 品   目 内   容 

標準葬

/150,000 円 

（税込） 

納棺 ２人 

祭壇・祭壇の飾りつけ 

規格祭壇 1式（祭壇・用具） 

幕（水引幕・式場用白布三方） 寺院や会館等極

端に広い場合等規格用の幕を超える部分の幕につ

いて業者 OP とする。 

（神式の場合は焼香台を玉串台に）                 

葬祭用消耗品（記録帳セット・金欄骨袋・

神式用机（小）・諸用紙セット・御霊代・

名旗・御幣・ろうそく・収納箱） 

記録帳セット（５点）・金欄骨袋(中の骨つぼは陶

器製）・神式用机（小）・諸用紙セット（１１点）・

御霊代・名旗・御幣・ろうそく（仏式は祭壇用に電

灯式ろうそくを使用するので、枕飾用に３号 2本・

神式は祭壇用 20 号 2本・キリスト式は祭壇用に 20

号 6本）・収納箱（紙製）                 

寝棺（防水紙付・窓付棺覆付・綿無し布団

付） 
棺掛け・御守護刀あり 

遺影写真（カラー・四つ切・額・写真立て

付） 
  

盛花(１対） 
通常 21,000 円で行っている盛花（1対）と

同等品                       

ドライアイス（１０ｋｇ） 脱脂綿付 

骨箱セット （直径４寸） 壺・箱・覆い・風呂敷 

神式用机（大） 
五十日まで使用する。白木化粧板 

神式の場合は神式用机           

葬儀の進行（１人） 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

サポートスタッフ（通夜・葬儀 各１人） 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

放送設備 マイク・アンプ・スピーカー等 1式 

霊柩寝台車（１０㎞未満）   

納棺 ２人 



 

 

  

略式葬

/65,000 円 

（税込） 

葬祭用消耗品 （記録帳セット・金欄骨

袋・神式用机（小）・諸用紙セット・御霊

代・名旗・御幣・ろうそく・収納箱） 

記録帳セット（５点）・金欄骨袋(中の骨つぼは陶

器製）・神式用机（小）・諸用紙セット（１１

点）・御霊代・名旗・御幣・ろうそく（仏式は祭

壇用に電灯式ろうそくを使用するので、枕飾用に

３号 2本・神式は祭壇用 20 号 2本・キリスト式は

祭壇用に 20 号 6本）・収納箱（紙製）                 

寝棺（防水紙付・窓付棺覆付・綿無し布団

付） 
棺掛け・御守護刀あり 

ドライアイス（１０ｋｇ） 脱脂綿付 

霊柩寝台車（１０㎞未満）   



枚方市規格葬儀プラン及び価格表（キリスト式） 

プラン/総額 品   目 内   容 

標準葬

/150,000 円 

（税込） 

納棺 ２人 

祭壇・祭壇の飾りつけ 

規格祭壇 1式（祭壇・用具） 

幕（水引幕・式場用白布三方） 寺院や会館等極

端に広い場合等規格用の幕を超える部分の幕につ

いて業者 OP とする。 

（キリスト式の場合は焼香台を献花台に） 

葬祭用消耗品                         

（記録帳セット・骨袋・キリスト用机

（小）・諸用紙セット・ろうそく・収納

箱） 

記録帳セット（５点）・骨袋(中の骨つぼは陶器

製）・キリスト用机（小）・諸用紙セット（１２

点）・ろうそく（仏式は祭壇用に電灯式ろうそく

を使用するので、枕飾用に３号 2本・神式は祭壇

用 20 号 2本・キリスト式は祭壇用に 20 号 6

本）・収納箱（紙製）                 

寝棺（防水紙付・窓付棺覆付・綿無し布団

付） 
棺掛け 

遺影写真（カラー・四つ切・額・写真立て

付） 
  

盛花(１対） 
通常 21,000 円で行っている盛花（1対）と

同等品                     

ドライアイス（１０ｋｇ） 脱脂綿付 

骨箱セット （直径４寸） 壺・箱・覆い・風呂敷 

キリスト用机（大） 
四十九日まで使用する。白木化粧板 

キリスト式の場合はキリスト用机 

葬儀の進行（１人） 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

サポートスタッフ（通夜・葬儀 各１人） 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

放送設備 マイク・アンプ・スピーカー等 1式 

霊柩寝台車（１０㎞未満）   

略式葬

/65,000 円 

（税込） 

納棺 ２人 

葬祭用消耗品                         

（記録帳セット・骨袋・キリスト用机

（小）・諸用紙セット・ろうそく・収納

箱） 

記録帳セット（５点）・骨袋(中の骨つぼは陶器

製）・キリスト用机（小）・諸用紙セット（１２

点）・ろうそく（仏式は祭壇用に電灯式ろうそく

を使用するので、枕飾用に３号 2本・神式は祭壇

用 20 号 2本・キリスト式は祭壇用に 20 号 6

本）・収納箱（紙製）                 

寝棺（防水紙付・窓付棺覆付・綿無し布団

付） 
棺掛け 

ドライアイス（１０ｋｇ） 脱脂綿付 

霊柩寝台車（１０㎞未満）   

 

 



  



枚方市規格葬儀プラン及び価格表（共通オプション） 

オ

プ

シ

ョ

ン 

ドライアイス（１０ｋｇ） 8,800 脱脂綿付 

盛花(１対） 22,000 

標準葬用盛花と同等品 祭壇用の盛花。 

供花は業者 OP とする。 

玉串（神式）・献花（キリスト式）は必要数

を業者 OP とする。 

写真前生花 5,500 遺影写真前に飾る花 

サポートスタッフ（４時間）（１人） 17,600 進行・打ち合わせ等（男女問わず） 

経机（大） 3,300 

四十九日まで使用する。白木化粧板 

神式の場合は神式用机 

キリスト式の場合はキリスト用机 

骨箱セット （直径４寸） 3,300 壺・箱・覆い・風呂敷 

骨箱セット （直径６寸） 7,150 壺・箱・覆い・風呂敷 

テントセット 12,320 テント一張、長机 2台、椅子 10 脚 

御尊名立札 8,800   

式場用白布三方・水引幕 5,500 

略式葬で使用する場合のみに使用。 

房つき 略式葬で使用する場合のみに使

用。これを超える幕については業者 OP と

する 

寝台車（病院から自宅まで）            

（１０㎞未満） 
13,200           

陸運局設定価格とする。 

別途、早朝・深夜等割増料金あり 

 

単位：円（税込） 


