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新しい供養のカタチ 自然葬、手元供養
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新しい供養のカタチ

アクセサリー等に
遺骨を納める手元供養
故人をいつも身近に感じていた
いという方には、
「手元供養」と呼

お墓を守っていく人がいない、いても娘ばかりで遠方に嫁いでしまった…。

ばれる新しい供養のカタチがありま

昨今の少子高齢化は、お墓にも影響を与えています。

す。

自然葬などが注目され、供養の在り方を見直す方が増えています。

専用容器やペンダント、ブレス
レット、指輪などに遺骨の一部やパ

承継者がいらない
自然葬が人気

ウダー状にした遺骨を納め、身近に

いいますが、承継者がいないとい
う問題、経済的な問題、希薄になっ

置いたり身に付けたりします。また、

樹木をシンボルに
土に還る樹木葬

加工してアクセサリーやプレートに

樹木葬、海洋葬などの自然葬が

ているお寺との関係を改めたいと

人気ですが、最近始まったわけで

いう思いなどが自然葬によって解決

はなく、1990 年代から行われてい

できると考える方が増えてきました。

従来のお墓は墓石がシンボルと

ます。かつては、人家の近くに骨を

また、海や山などの自然に還りたい、

なっていますが、墓石ではなく樹木

る方もいます。その場合は、
火葬後、

撒かれたら困るとか、海に撒かれ

自分らしく送ってほしい、などと思

をシンボルとし、その下に散骨する

自宅に戻った遺骨の中から分けるこ

ると泳げなくなるなどマイナス面が

う方も増えてきたのです。

のが樹木葬です。樹木葬専用の墓

とが多いようです。手元供養のため

地や墓地の一角にある樹木葬専用

に分骨して保管し供養することに、

のスペースなどに散骨する場合が多

特に手続きは必要ありません。

指摘され、一般の方には理解が得
られないということがありました。
しかし、
「節度をもって行う」こと
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お墓を受け継ぐことを「承継」と

船をチャーターし
海に散骨する海洋葬

する方法もあります。
また、従来のように遺骨はお墓
に納め、一部のみを手元供養とす

いようです。

が守られ、徐々に人々に受け入れら

故人の遺骨を海に散骨する海洋

れてきました。また時間が経つにつ

葬。海が好きだった方や海の思い

ますが、パウダー状にした遺骨を、

れ、さまざまなプラス面も浮かび上

出を大切にしている方などに人気で

溶けて土に還る和紙などで作った

がってきました。

す。遺骨といっても骨をそのまま海

骨壺に入れて埋葬するところや、土

に投げ入れるわけではなく、パウ

の上にそのまま散骨するところなど

ダー状にします。一般的には、海

があります。そして、そこに樹木を

洋葬を執り行う散骨の専門業者等

植えるのが一般的ですが、シンボ

の船に遺族などが乗船し、岸から

ルとなる大きな樹木の下に複数の方

かなり離れた場所で散骨します。

の遺骨を埋葬するところもあります。

埋葬方法は施設等によって異なり

船は、個別にチャーターする場合

海洋葬も樹木葬も方法や料金な

と、2 〜 3 組が合同でチャーターす

どは、地域や施設、業者によって

る方法などがあります。乗船できな

異なりますので、詳しく知りたい方

い場合は、業者に一任することもで

は葬儀社、専門業者等にお問い合

きるようです。

わせください。

手元供養用のペンダント

リビングに置いても
違和感のない専用容器
手元供養の写真提供：Soul Jewelry
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相 続 税 セ ミ ナ ー

④

最終回

井上郁子

最終回は、相続税の節税対策（税金を安くすること）について解説します。
節税対策にはさまざまな方法がありますが、
どのような対策がご自分やご家族にとってふさわしいものなのか、
ご検討ください。
年以内の贈与は、相続財産に

相続財産を減らす
⇒生前贈与

控除額を大きくする
⇒生命保険の加入

含まれてしまうため、できるだ
け早くから計画的に行うことが

贈 与 税 は 1 月 1 日 から 12

必要です。

生命保険による死亡保険金

月 31 日までに贈 与を 受 けた

贈与税には次のような非課

には、法定相続人 1 人あたり

財産の合計額から、基礎控除

税枠があります。利用できる制

500 万円という非課税枠が設

額 110 万円を控除した残額に

度があるか確認するようにしま

けられており、同じ金額であれ

一定の税率を掛けて計算します

しょう。

ば現金よりも生命保険の方が節

（＝「暦年課税制度」）
。
（贈与額 － 基礎控除額 110 万円）
× 税率 － 控除額 ＝ 税額
年間 110 万円までの贈与で
あれば、 贈与税はかかりませ

特例制度
居住用不動産贈与の
配偶者控除

非課税枠
2,000万円

住宅取得等資金贈与の
一定の金額
（年度により異なる）
非課税
教育資金の
一括贈与の非課税

1,500万円

を超えない範囲で贈与をしてい

結婚・子育て資金の
一括贈与の非課税

1,000万円

けば、贈与税を払うことなく相

相続時精算課税制度

2,500万円

ん。このため、毎年 110 万円

続財産を減らすことできますの
で、節税効果を得ることができ
ます。ただし、相続発生から 3

制度の詳しい内容は国税庁ホームページ
でご確認ください。
【http://www.nta.go.jp/】

相続財産の評価額を下げる
⇒小規模宅地の特例の活用
亡くなった人が住居や事業な
どに使っていた宅地について、

税になります。
また、死亡時に現金で支払
われる生命保険金は、納税資
金対策としてはもちろん、遺さ
れたご家族の生活資金や葬儀
費用に利用することができるた
め、有効です。
この他に相続対策としては、

を適用できるのか確認しておく
ことが大切です。
せいあ税理士法人
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東京都府中市分梅町 2-21-11

冬の感染症対策
ノロウイルスってなあに？

ノロウイルスを予防しよう！
熱などの症状が出てきます。

ことに気を付けましょう。

どのように感染するの？

寒くなると、ノロウイルスの
情報が多くなりますね。感染性

方、乳幼児や高齢者などは次の
❶手洗いをしっかりと

❶人から人への感染

もっとも有効な対策は手洗い

胃腸炎のうち、食品などを経由

感染者の便やおう吐物にはノ

です。特に食事前やトイレの後、

して感 染したものは一 般 的に

ロウイルスが含まれています。ウ

調理前後は石けんでよく洗い、

「食中毒」と呼ばれますが、年

イルスが手などに付くと、手を介

流水で十分に流しましょう。

間の食中毒の患者の約半分は

して2次感染する場合や、家庭

❷人からの感染を防ぐ

ノロウイルスによるもの。その

や施設内などで飛沫などによっ

うち約7割は11月から2月に発

て感染する場合があります。

施設でノロウイルスが発生した

生しているそうです。食中毒は

❷食品から人への感染

場合、感染した人の便やおう吐

夏ばかりではない。冬こそ予防
が大切なのです。

感染した人が調理などをして

家庭内や集団で生活している

物からの2次感染や、飛沫感染

汚染された食品を食べた場合

を予防しましょう。

ノロウイルスは、人の小腸粘

や、ウイルスの蓄積した加熱不

❸食品からの感染を防ぐ

膜で増殖するウイルスで感染力

十分なカキなどの二枚貝を食べ

がとても強く、感染が広がり集

た場合などに感染します。

団発生を引き起こす場合があり

しょう。調理器具や調理台は洗

ノロウイルスの予防方法

ます。ノロウイルスに感染した

加熱して食べる食材は、中心
部までしっかりと火を通しま
浄・消毒していつも清潔にして

場合、約24時間から48時間で

ノロウイルスにはワクチンは

吐き気、おう吐、下痢、腹痛、微

ありません。特に身 体 の弱い

おきましょう。
参考：首相官邸ホームページ

資金を用意すること）
、遺産分割
対策（相続人の間で争わないよ
うにすること）
も重要です。節税

地獄炊き

対策だけはなく、
これら3つのポ
イントを考えて相続対策を検討
されることをおすすめします。
●

する特例です。相続税額を減ら
の持っている宅地が、この特例

夏ばかりではない。
冬も食中毒に気を付けましょう。

納税資金対策（相続税を納める

一定の場合には評価額を減額
すことができますので、ご自分

ト
ン

税理士

くらしの
ヒ

相続税の節税対策

せいあ税理士法人

相続税・贈与税には複雑な問題
がありますので、税の専門家である

★長崎県

長崎市の西方、約 100km の東シナ海に浮かぶ大小 140 余り
の島々、五島列島。 五島の名物、五島うどんの歴史は古く、遣
唐使船の往来によってもたらされたといわれています。
地獄炊きは、五島うどんを沸騰した鍋でゆで、鍋から直接熱々
のうどんを取り出し、生卵にからめたり、あごだしに付けて食べ

税理士にご相談ください。これまでの

ます。「地獄炊き」 の由来は、グツグツと煮立った様子が地獄

連載が、相続税のお悩みの参考と

の釜を思わせるから、また、
「至極おいしい」 の 「至極」 が 「地

なれば幸いです。

獄」 となったことからという説があります。シンプルですがおい
しい！

TEL：042-363-5205

長崎県

冬の一番のごちそうです。

写真提供：ますだ製麺

http://seia-tax.com/
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NEWS
義母を亡くして…

メモリード・ライフ2018年度上期
（4月～9月）
の業績は飛躍的に伸展しました。
★新契約件数
（累計）

8,166件 前年同期比

から…なんてこと、あまり考えられません。

178％

自分が旅立ってから、遺された人たちがど

★保有契約件数
（9月末） 75,251件 前年度末比 149.3％
★収入保険料

人間は若く元気なうちは、自分がこの世界

れほどの重みを背負うのか。9 月に義母を亡く

12.2億円 前年同期比 129.1％

います。

新 契 約 件 数 8,166 件、 前 年 同 期 比
178％。 保有契約件数は 75,251 件、 前年

契約件数は 80,000 件、 収入保険料は 25
億円となる見込みです。

度末比で 20,373 件増加しました。これは昨

当社が取り扱っている、 葬儀費用準備のた

年度下期から強化しているテレビ・ラジオ等の

めの 「葬儀保険」、「終活のための保険」 に

メディアを活用した広告宣伝からの資料請求の

対するシニアの皆さんの関心は確実に高まっ

増加が大きく寄与しています。また、4 月に合

ています。当社は葬儀保険の専門保険会社と

併した NP 少額短期保険会社の代理店による

して、 今後もお客様からの声やニーズに真摯

販売件数の増加と保有契約の移管も寄与して

に取り組んでまいります。

L

お便り

葬儀社のイベントに参加
初めて葬儀社主催のイベントに参加しまし

た。イベントは明るく楽しくお得で、行って良
かったと思いました。

実は行く前は、葬儀社のイベントはしんみ

りと暗いのかなとイメージしていました。でも、

滞りなく執り行うことができました。

た行きたいです。

（東京都・仲田健一さん）

この結果、2019 年 3 月末には当社の保有

を報告します。

皆様からの

し、そのことを自分でも知ることになりました。

幸いにも義母は葬儀保険に加入しており、

メモリード・ライフの 2018 年度上期の業績

T T E
R

2018年度上期業績報告

TALK

E

●お悔やみ申し上げます。人が亡くなるというのは大
変なこと。 家族構成が変わることによってさまざまな
問題が出てくることもあります。葬儀保険がお役に立
てて嬉しく思います。

そんなことまったくなくて楽しかったです。ま

（秋田県・鎌田奈緒子さん）
●葬儀社では、葬儀や終活セミナーだけでなく、歌
や体操などの楽しいイベントを行っているところもあり
ますよ。その会社を知るいい機会にもなりますので、
ぜひまた参加されることをおすすめします。

AI の時代に
AI 時代が急速に展開されており、ロボッ

トがホワイトカラーの仕事を代行するように
なっています。

「全国区のテレビ・ラジオ等で広告宣伝を展開しています！」

今後、人手不足の解消から雇用剥奪と大

きな変化となるでしょう。我々も AI ができな

い想像力の世界を磨かなければなりません。

下期の主な広告宣伝

（福岡県・金尾正城さん）

1. テレビ
	全 国 ：日本テレビ系「 情 報ライブ ミヤネ屋 」、 長 崎：KTN、NBC、NCC、NIB、 宮 崎：UMK、
MRT、福岡：FBS、RKB、群馬：群馬テレビ、新潟：UX 新潟テレビ 21 など
2. ラジオ
関東：TBS ラジオ、文化放送、ニッポン放送、関西：ABC ラジオ、MBS ラジオ
3. 新聞・雑誌
読売新聞、聖教新聞、上毛新聞、長崎新聞、佐賀新聞、西日本新聞など
4. 地域別情報誌
メモリード・ライフ

季刊誌『はいから』
（東京）

イメージキャラクター
石田純一さん

●人工知能が人の心の温かさや情けなんてものを理
解できるようになる時代が来るのでしょうか。どのよう
な世界になっても、人間として大切なものを失わない
ようにしたいものです。

たくさんのお便りありがとうございました。
次号も皆様の投稿を募集します。テーマは特にありません。最近の出来事や思う

PRESENT

ト！
クオカードプレゼン

ことなどなんでも結構です。添付のはがきか郵便はがきに必要事項をご記入のうえ、

ご登録情報にお変わりありませんか？
ご住所やお電話番号等、変更がありましたら、下記までご連絡ください。
フリーダイヤル 0 1 2 0 - 2 4 4 - 8 8 8 （平日 9：00 〜 17：00）
株式会社メモリード・ライフ 〒 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-16 平田ビル 6 階

株式会社メモリード・ライフまでお送りください。
投稿締め切りは、
2019 年 2 月末日。掲載された方には、
クオカード（QUO カード）
をプレゼントします。
『らいふ』第 9 号／ 2019 年 1 月 1 日発行 発行／株式会社メモリード・ライフ
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