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別表 

公開請求の対象となる

行政文書の名称 
書類名 公開しないことと決定した部分 

宗教法人規則認証申請

書類一式（○○年○月

○日認証分） 

宗教法人規則認証申請書 代表役員印影、責任役員印影 

宗教法人Ａ規則 代表役員印影、責任役員印影・氏名 

証明書（○○年○月○日付

け）（宗教団体該当証明） 

管長印影、割印 

証明書（○○年○月○日付

け） 

代表者印影、公告証明書の確認者氏名・印影 

宗教法人Ａ設立公告 責任役員氏名 

証明書（○○年○月○日付

け）（規則認証申請手続に

関する権限） 

管長印影、割印 

代表役員就任受諾書 代表役員印影 

責任役員就任受諾書 責任役員氏名・住所・印影 

宗教法人規則変更認証

申請書類一式（○○年

○月○日認証分） 

宗教法人規則変更認証申

請書 

法人印影 

責任役員会議事録（○○年

○月○日午後１時から午

後２時付け） 

代表役員代務者印影、責任役員氏名・印影、

法人印影、議題、議事の経過 

責任役員であることの証

明書（○○年○月○日午後

１時から午後２時付け） 

責任役員氏名・住所、法人印影 

責任役員会議事録（○○年

○月○日午後３時から午

後４時付け） 

代表役員代務者印影、責任役員氏名・印影、

法人印影、議題、議事の経過 

責任役員であることの証

明書（○○年○月○日午後

３時から午後４時付け） 

責任役員氏名・住所、仮責任役員氏名・住所、

法人印影 

責任役員会議事録（○○年

○月○日付け） 

代表役員代務者印影、責任役員氏名・印影、

法人印影、議題、議事の経過 

責任役員であることの証

明書（○○年○月○日付

け） 

責任役員氏名・住所、法人印影 

総代会の同意（○○年○月

○日付け） 

総代氏名・印影、法人印影、同意内容 

檀家総代会議事録（○○年

○月○日午前10時から11

時付け） 

檀家総代氏名、議題、議事の経過、代表役員

代務者印影、檀家総代氏名・印影、法人印影 
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檀家総代会議事録（○○年

○月○日午後１時から午

後２時付け） 

檀家総代氏名、議題、議事の経過、代表役員

代務者印影、檀家総代氏名・印影、法人印影 

檀家総代会議事録（○○年

○月○日午後３時から午

後４時付け） 

檀家総代氏名、議題、議事の経過、代表役員

代務者印影、檀家総代氏名・印影、法人印影 

承認書 法人印影、承認内容 

公告証明書 代表役員代務者印影、公告証明書の確認者

住所・氏名・印影、法人印影 

公告 個人情報・法人の財産等を含む公告内容 

事業説明書 開始年月日、職員構成 

資金計画概要書 項目、金額、備考、法人印影 

墓所販売計画 項目、金額、備考 

土地利用計画図  

平面図 立面図 断面図  

墓地経営許可書（写し）の

原本証明 

法人印影 

墓地の工事検査結果通知

書（写し）の原本証明 

法人印影 

規則変更理由書 規則変更理由 

宗教法人Ａ規則 代表役員印影、責任役員印影、法人印影 

規則の原本証明 法人印影 

印鑑証明申請書 代表役員代務者生年月日、責任役員氏名・就

任年月日 

登記簿謄本 申請人印影 

宗教法人規則変更認証

申請書類一式（○○年

○月○日認証分） 

宗教法人規則変更認証申

請 

法人印影 

責任役員会議事録 責任役員氏名・住所、代表役員印影、責任役

員印影、法人印影、議題、議事の経過、議決

事項 

責任役員であることの証

明書 

責任役員氏名・住所、法人印影 

総代会議事録 議案、議事の経過、議決事項、総代氏名・住

所・印影、法人印影 

承認書 承認内容、法人印影 

規則変更理由書 規則変更理由、法人印影 

宗教法人Ａ規則 代表役員印影、責任役員氏名・印影、法人印

影 

宗教法人Ａ規則（○○年○ 法人印影 
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月○日認証） 

印鑑証明書 法人印影、代表役員生年月日、個人印影 

宗教法人規則変更認証

申請書類一式（○○年

○月○日認証分） 

宗教法人規則変更認証申

請 

法人印影 

責任役員会議事録（○○年

○月○日付け） 

責任役員氏名、代表役員印影・氏名、法人印

影、議題、議事の経過 

責任役員であることの証

明書 

責任役員氏名・住所、法人印影 

総代会議事録（○○年○月

○日付け） 

総代氏名、議題、議事の経過、総代印影、法

人印影 

総代会の同意書 総代氏名・印影、法人印影、代表役員印影、

同意内容 

規則変更理由書 規則変更理由、法人印影 

認証書の原本証明 法人印影 

宗教法人Ａ規則 代表役員印影、責任役員氏名・印影、法人印

影 

○○年○月○日付け原本

証明 

法人印影 

印鑑証明書 法人印影、代表役員生年月日 

平面図・立面図  

写真（建物内部）  

計画概要・面積表 敷地概要、面積表、特記事項、日付、法人名 

平面図 平面図、日付、法人名 

断面図 断面図、日付、法人名 

従たる事務所の概要 電話番号、管理者氏名、使用状況、取扱う事

務・権限の内容 

Ａ○○別院管理規程  

備品管理 品名、数量 

消耗品管理 品名、数量、日付 

事務所備付け書類の写し

の提出について 

電話番号、法人印影 

財産目録 特別財産の項目・数量・金額・備考、特別財

産計、基本財産の項目・数量・金額・備考、

基本財産計、普通財産の項目・数量・金額・

備考・普通財産計、資産合計、負債の項目・

数量・金額・備考、負債合計、正味財産 

役員名簿 代表役員生年月日、備考、責任役員氏名（代

表役員を除く）・生年月日・住所・就任年月

日・退任年月日・備考、檀家総代氏名・生年
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月日・住所・就任年月日・退任年月日・備考 

責任役員会議事録（○○年

○月○日付け） 

議題、議事の経過、代表役員印影、責任役員

氏名、責任役員印影、法人印影 

規則変更理由書 規則変更理由、法人印影、代表役員印影 

委任状 代理人住所・氏名、法人印影、代表役員印影 

総代会の同意書 総代氏名・印影、法人印影、代表役員印影 

総代会議事録 総代氏名、議題、議事経過、総代印影 

宗教法人Ａ規則 代表役員印影、責任役員氏名・印影、法人印

影 

宗教法人法第25条第４

項に基づき提出された

事務所備付け書類の写

し 

平

成

28

年

度

分 

事務所備付け書類の

写しの提出について 

代表役員印影 

財産目録 特別財産の区分・種別・数量・金額・備考、

特別財産計、基本財産の区分・種別・数量・

金額・備考、基本財産計、普通財産の区分・

種別・数量・金額・備考、普通財産計、資産

合計、負債の区分・種別・数量・金額・備考、

負債合計、正味財産 

役員名簿 代表役員及び代務者生年月日・備考、責任役

員氏名（代表役員氏名を除く）・生年月日・

住所・就任年月日・退任年月日・備考、檀家

総代氏名・生年月日・住所・就任年月日・退

任年月日・備考 

平

成

29

年

度

分 

事務所備付け書類の

写しの提出について 

代表役員印影 

財産目録 特別財産の区分・種別・数量・金額・備考、

特別財産計、基本財産の区分・種別・数量・

金額・備考、基本財産計、普通財産の区分・

種別・数量・金額・備考、普通財産計、資産

合計、負債の区分・種別・数量・金額・備考、

負債合計、正味財産 

役員名簿 代表役員及び代務者生年月日・備考、責任役

員氏名（代表役員氏名を除く）・生年月日・

住所・就任年月日・退任年月日・備考、檀家

総代氏名・生年月日・住所・就任年月日・退

任年月日・備考 

平

成

30

年

事務所備付け書類の

写しの提出について 

代表役員印影 

財産目録 特別財産の区分・種別・数量・金額・備考、

特別財産計、基本財産の区分・種別・数量・



 

5 

 

度

分 

金額・備考、基本財産計、普通財産の区分・

種別・数量・金額・備考、普通財産計、資産

合計、負債の区分・種別・数量・金額・備考、

負債合計、正味財産 

役員名簿 代表役員及び代務者生年月日・備考、責任役

員氏名（代表役員氏名を除く）・生年月日・

住所・就任年月日・退任年月日・備考、檀家

総代氏名・生年月日・住所・就任年月日・退

任年月日・備考 

令

和

元

年

度

分 

事務所備付け書類の

写しの提出について 

代表役員印影 

財産目録 特別財産の区分・数量・内訳・金額、特別財

産計、基本財産の区分・数量・内訳・金額、

基本財産計、普通財産の区分・数量・内訳・

金額・普通財産計、資産合計、負債の数量・

内訳・金額、負債計、正味財産 

役員名簿 代表役員生年月日、備考、責任役員氏名、生

年月日、住所、就任年月日、退任年月日、備

考 

 


