平成３０年２月改訂

ウイングホール柏斎場

利用の御案内

ウイングホール柏斎場は，柏市・流山市・我孫子市が共同設置した東葛中部地区総合開
発事務組合が運営する，葬儀式場を兼ね備えた公営の火葬場です。
施設概要
所 在 地
２７７‐０８２５ 千葉県柏市布施２８１番地の１
電
話
０４‐７１３１‐６６４９
ＦＡＸ
０４‐７１３２‐４５６７
ホームページ http://knajimukumi26.ec-net.jp/uing/winghall/winghall.html
■火葬場
１ 火葬できる日と時間
火葬できる日 友引の日及び年始（１月１日～１月３日）を除く毎日
①9：00 ②10：00 ③11：00 ④12：00 ⑤13：00 ⑥14：00 ⑦15：00
火葬時間
※ウイングホール柏斎場の式場使用の場合は下記のとおり
①9：00 ②10：00 ③11：00 ④12：00
２ 待合室 洋室で椅子席です。１室は無料で，２室目は有料です。
■式場（大式場：椅子席１２０席 小式場：椅子席７０席）
葬儀を行うための会場です。
常設の祭壇があります。葬儀会社等が用意する祭壇を持ち込むこともできます。
通夜振舞いや火葬中の待合室である式場控室のほか，遺族控室，僧侶等控室があります。
その他，更衣室やコインロッカー（使用料金返還式で１００円玉を御用意願います）があります。
風呂・シャワーや寝具はありませんが，寝具は売店「ウイング」にて貸出し業者の取次ぎを行っ
ています。
式場の利用が暴力団の利益になると認められるときは，式場の使用を許可しません。
■霊柩自動車（洋型車２台）
ウイングホール柏斎場で葬儀を行う場合，または火葬する場合，自宅等から斎場までの搬送に限
り利用できます。あらかじめ納棺を済ませてください。霊安室へ安置する際の利用はできません。
■霊安室
棺のまま安置する保冷庫です。
ウイングホール柏斎場で葬儀を行う場合，または火葬を行う場合に限り利用できます。
あらかじめ納棺を済ませてください。安置後は，通夜時または火葬時まで面会できません。
■売店「ウイング」
電話番号 ０４‐７１３１‐６９４０
場 所
待合ロビー隣
営業時間
９:００～１７:００
休業日
友引の日，１月１日～１月３日
営業内容 酒類，ジュース類，おつまみ類，雑貨等の販売，式場利用時の寝具取次ぎ（有料）
利用の流れ
■予約
１ 電話で予約 電話での受付は 3:00～4:00 の時間帯を除いて毎日受付
予約は火葬する日の１４日前から前日 17：00 までできます。ただし，式場使用の場合は通
夜日前日の 17:00 までです。
予約の有効期間は，受付日から３日後の 17:00 まで。なお，３日後にあたる日が土日祝日等
の場合は，市役所での戸籍確認ができる直近の平日の 17:00 まで。ただし，火葬日が予約受付
日から３日以内の場合は火葬日前日の 17:00 まで
（式場使用の場合は通夜日前日の 17:00 まで）
。
①
個人及び②以外の葬儀会社
ウイングホール柏斎場 ☎04‐7131‐6649 へ電話
②
登録番号のある葬儀会社
電話予約案内システム ☎04‐7140‐8431 へ電話
２ 市役所窓口で予約
上記「① 個人及び②以外の葬儀会社」の場合は，柏市，流山市，我孫子市の市民課又は
出張所の窓口で予約できます。予約できる時間は各窓口の開庁時間です。
３ 必要事項
火葬日時，斎場の霊柩自動車利用の有無と出棺場所，斎場の式場利用の有無
死亡者氏名，死亡者住所，申請者氏名，申請者電話番号，死亡届先
４ 受付番号
予約の際，斎場から「受付番号」をお知らせしますので，控えてください。各市役所の市民
課又は出張所の窓口で「死亡届（死産届）」を提出する際に確認します。
５ 予約確認書の送信
個人予約以外の場合は，予約内容確認のため，「ウイングホール柏斎場予約確認書」をファ
クスにて送ってください。
ウイングホール柏斎場のファクス番号 ０４‐７１３２‐４５６７
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■死亡届の提出
１ 死亡届の準備 「死亡届（死産届）」の所定の欄に必要事項を記入します。
２ 死亡届の提出 予約の有効期限内に行ってください。
提出先
手続の流れ
・「死亡届（死産届）」を提出
柏市，流山市
その際「ウイングホール柏斎場予約確認書」を提出するか，「受付番号」を伝える。
及び我孫子市
・「ウイングホール柏斎場使用許可申請書」と「死体（死胎）火葬許可証」を受取る。
・市区町村の窓口にて「死亡届（死産届）」を提出
上記以外
・予約有効期間内に「死体（死胎）火葬許可証」と「申請者の印」をウイングホール柏
斎場に持参し，「ウイングホール柏斎場使用許可申請書」の交付を受ける。
■遺体の納棺と搬送
１ 納棺 あらかじめ納棺を済ませてください。
諸注意
遺骨の損傷，燃焼の妨げ，公害の発生原因，火葬炉設備の故障原因
になるおそれがあるため，副葬品は禁止します。特に炉内で爆発・破
裂等するものについては，火葬作業中の事故につながり大変危険です。
副葬品の禁止
【副葬品の例】爆発物（スプレー缶，電池，ライター等），油脂類，プラスチック製
品（おもちゃ等），化学繊維製品（衣類，布団等），発泡スチロール，果物，書籍，
アルバム，金属製品（仏像，携帯電話，音楽プレーヤー等の電子機器）カーボン製品
（つえ，釣竿等），皮革製品，ガラス製品，缶，ペットボトル類など。
強化段ボール製の棺（エコ棺）は受入れられません。炉内の温度の
強化段ボー
急上昇により遺骨が損傷し，同時にばい煙が飛散することでフィルタ
ル製の棺
ーが詰まり，設備の調整ができなくなるため，火葬炉が故障します。
（死胎，改葬及び四肢のかたの，普通の段ボール箱の使用は可能です。）
ドライアイス
なるべく取り除いてから来場してください。
ペースメーカーなどの医療機器が埋め込まれている場合は，火葬中
ペースメーカー
に爆発の危険があるため，事前にお知らせください。
２ 搬送
自宅への搬送
遺族が行うか葬儀会社等に依頼して行ってください。
ウイングホール
遺族が行うか葬儀会社等に依頼して行ってください。
柏斎場への搬送
ウイングホール柏斎場の霊柩自動車を利用することもできます。
■斎場利用当日の手続き，お支払等
１ 到着時の手続き
死体（死胎）火葬許可証，
「死体（死胎）火葬許可証」と「ウイングホール柏斎場
斎場使用許可申請書の提出
使用許可申請書」を出迎えた係員に提出してください。
分骨希望の場合は印と手数料（１件２００円）を持参のうえ，火葬の前に斎場の受付窓口で
お申し込みください。骨つぼの購入を希望される場合は，受付時にお申し出ください。
２ 火葬中の手続き，お支払い
お預かりした「死体（死胎）火葬許可証」に火葬証明を行い，お返
死体（死胎）火 しします。あわせて「ウイングホール柏斎場使用許可書」をお渡しし
葬許可証等の受 ます。
取り
※火葬証明を行った「死体（死胎）火葬許可証」は，墓地等に納め
る際に必要となりますので，大切に保管してください。
使用料金の納入
使用料金等を斎場の受付窓口にて現金で納入してください。
■葬儀
１ 葬儀会社等の式場での葬儀
葬儀会社等の式場で葬儀を行う場合は，その葬儀会社等と相談して実施してください。
２ ウイングホール柏斎場での葬儀
場所と祭壇類の貸出のみです。斎場職員のお手伝いはありませんので，聖職者，葬儀スタッ
フの依頼，料理や返礼品等の手配は御遺族からお願いします。
葬祭業者の指定や提携は一切ありませんので，どちらの葬祭業者にお手伝いを依頼しても使
用できます。
式場内の照明は祭壇を除き，21:00 から翌日 8:30 まで消灯します。ろうそく・線香等火気の
使用を禁止します。夜間は 22:00 に斎場の門を施錠します。
■火葬
１ 最期のお別れ
葬儀会社等の式場で
火葬時刻までに斎場に到着してください。受付終了後，係の案内によ
葬儀を行った場合
り告別室において遺族，会葬者による最期のお別れがあります。
ウイングホール柏斎
式場において遺族，会葬者による最期のお別れがあります。
場で葬儀を行った場合
告別室でのお別れはありません。
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２

火葬

最期のお別れののち炉前ホールに移動し棺を火葬炉に納め，火葬が行われます。炉前
ホール等の共有スペースにおいては読経等の儀式は御遠慮願います。
３ 火葬中
火葬中の待合
待合室（本斎場で葬儀を行った場合は式場控室）にてお待ちください。
火葬時間
火葬開始から収骨案内までの目安は６０分から９０分です。
待合室（式場控室）に湯沸し，茶葉，茶器があり無料で利用できます。
湯茶
セルフサービスです。
待合室（式場控室）で飲食する場合は，葬儀会社等を通じて用意して
飲食
ください。酒類，ジュース類，おつまみ等は斎場内の売店「ウイング」
でも販売しています。
待合室（式場控室）利用後のごみは，指定したもの以外はすべてお持
ごみの持帰り
ち帰りください。
４ 収骨 火葬終了後，館内放送で収骨の案内がありますので，遺族，会葬者は収骨室にお集まりください。分骨
を申し込まれた場合は，係員との打合わせにより収骨をお願いします。
■帰宅
収骨をもって終了となります。数珠や傘などのお手回り品の忘れ物のないようお願いします。
料金等
■使用料金表（消費税込み）
区

分

単位

平成２９年４月１日改正
火葬(改葬)許可証に記載された申請者
又は死亡者(死胎は母)の現住所
柏市・流山市・我孫子市
左記以外のかた
４，６００円
８２，５００円
２，２００円
６６，０００円
１，５００円
３６，３００円
２，７００円
３８，０００円
１，８００円
３３，０００円
１，８００円
３，６００円
１１５，０００円
１９２，０００円
７７，０００円
１１５，０００円
１５，４００円
３０，８００円

１５歳以上
１体
１５歳未満
１体
火葬場
死胎
１体
改葬
１棺
四肢
１件
待合室
２室目
１室
大式場
１回
午後３時から
小式場
翌日午後２時３０
１回
分まで
祭 壇
１式
１日(午前０時から
霊安室
１体
６，２００円
１６，４００円
午後１２時まで）
霊柩自動車
１回
１１，０００円
１６，０００円
１ 火葬場，霊安室及び霊柩自動車の使用料金については，減免制度があります。
２ 四肢は切断された当該本人の住所によります。（申請者は当該本人となります。）
３ 待合室について，２室目の利用は待合室に空きがある場合に限ります。
４ 大式場及び小式場の使用料金には，式場控室，遺族控室，僧侶控室の使用を含みます。
５ 霊柩自動車により有料道路等を通行した場合の通行料金は，使用者の負担となります。
６ 祭壇には，備品のみ使用の場合も含みます。
■骨つぼ販売代金（消費税込み）
平成２６年４月１日改正
種類
特製
７号
６号
５号
４号
３号
２号
直径
２１㎝
２１㎝
１８㎝
１５㎝
１２㎝
９㎝
６㎝
金額
10,200 円 5,100 円 4,100 円 3,000 円 3,000 円 2,000 円 1,000 円
２号～７号の骨つぼは白無地です。
「特製」は７号の骨つぼに鳳凰又は牡丹が描かれたものです。
希望する場合は，斎場到着時までにお申込みください。名前は入りません。
その他のサービス
■施設見学
斎場施設の見学を希望のかたは，事前に電話でお申し込みください。
■各種証明
ウイングホール柏斎場では，火葬場等の利用に係る各種証明（火葬証明，分骨証明）を行ってい
ます。手数料は１件２００円です。なお，当斎場での分骨は，火葬当日の収骨時の分骨のみとなり
ます。それ以外の場合の分骨はできません。詳しくは斎場へお問い合わせください。
お知らせ
・受付窓口前にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。
・斎場の敷地と建物内は，屋外喫煙所を除き全面禁煙（電子タバコを含む）です。御協力をお願
いします。
・斎場の敷地と建物内での撮影は御遠慮願います。
・ペット（身体障がい者補助犬を除く）の同伴は御遠慮願います。
・ウイングホール柏斎場では，金品等の心付けは一切不要です。
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