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って
「墓じまい」
どんなこと？

「改葬」をするには
地方にあるお墓を都市部にある自
宅の近くに引っ越したいなどと思って
も、「改葬」にはさまざまな手続きも
ありますし費用もかかります。墓地に

先祖代々のお墓を守っていくことが難しいと、お墓を見直す方が増えています。

は寺院墓地、民営墓地、公営墓地

最近よく耳にする「墓じまい」。どのようなことなのでしょう？

がありますが、特に寺院墓地にお墓
がある場合は、のちのちお寺とトラブ

お墓は心の拠り所!?

「家の墓」を守れない

「墓じまい」とは、「改葬」とほとん

3 月 18 日から 24 日までは春のお

「○○家先祖代々の墓」というよう

ど同じ意味で用いられますが、今あ

彼岸でしたが、皆さん、お墓参りに

な家の墓の歴史はそれほど古くはあ

るお墓を撤去し、遺骨を他の墓地に

いらっしゃいましたか。お墓をきれい

りません。明治 31 年に民法が制定

移すことです。この 2 つの語をあえ

にして線香や花を手向け、手を合わ

され家制度が規定されたこと、その

て分けて考えるとしたら、「墓じまい」

せて先祖に語りかけると温かな気持

頃伝染病が流行したため、土葬で

はお墓を撤去すること、
「改葬」は「墓

ちに包まれたり、また清々しい気持ち

はなく火葬が普及したことにより、家

じまい」を済ませて別の場所にお墓

にもなるものです。

の墓が広がっていったと考えられて

を引っ越すことのようです。

お墓は心の拠り所であり、家族に
とってなくてはならないもの、守って

います。
しかし、戦後、家制度は廃止され、

「墓じまい」をしたら遺骨は？

いかなければならないものとして、長

人々の中に残っていた家を重んじると

「墓じまい」をしたら、そこにあった

い間、日本人の生活に定着していま

いう風潮も時代とともに薄れてきまし

遺骨はどうするのでしょう？

した。しかし、近年はその在り方を

た。また家族構成も 3 世代同居が

「新しい供養のカタチ」としてお伝

見直す方が増えてきました。

当たり前の時代から核家族へと変化

えしたように、樹木の下に散骨する

していったことから、お墓に対する考

樹木葬や、海洋葬など、遺骨をパウ

え方も変わり、また近年は変わらざる

ダー状にして土や海に還す、またア

を得ない状況になってきました。お墓

クセサリーや小さい容器などに遺骨

を守っていく子どもがいない、いても

の一部を納め、自宅に置く手元供養

嫁いでしまった、子どもは遠くで生活

などの方法があります。これであれ

しているなどのケースが増えてきたの

ば、承継者はいらない、誰かが未

です。高齢者が遠くにあるお墓にお

来永劫墓を守っていくことを考える必

参りに行きたくても行けないという現

要がありません。

実もあります。
そこで注目されたのが「墓じまい」。
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ルにならないように、事前に住職に

前号で

また、遺骨を合葬墓や納骨堂など
に納める方法もあります。

相談することが重要です。
また、親族の中にはお墓を移すこ
とを快く思わない方もいるかもしれま
せん。特に何代にもわたり埋葬され
ているお墓の場合は、自分が考える
以上に皆さんの思いが込められてい
る場合があります。お墓に対する思
いは年代によっても違います。
「改葬」、
「墓じまい」を考える場合は、家族・
親族でよく話し合うことが大切です。

主な「改葬」の手続き
遺骨の移転先を決め、
墓地管理者に
「受入証明書」等を発行してもらう

現在の墓地管理者に
「埋葬
（埋蔵）
証明書」をもらう

現在の墓地のある市区町村役所で
「改葬許可証」を発行してもらう

現在の墓地から遺骨を取り出す

移転先の墓地管理者に
「改葬許可証」を提出して納骨する
※自治体や管理者等により必要な書類、
その書き方、
手続きの方法が異なります
ので確認が必要です。
また、
閉眼供養、
納骨法要等はお寺とご相談ください。
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相 続 コ ラ ム ❶
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骨肉の争いは身近な話です
自分は財産が少ないから、
家族がもめることはないと思っている方、
そんなことはありません！
無用な争いを避けるために、今から考えておきましょう。
判事件のデータでは、全体の
76 ％ が 遺 産 額 5,000 万 円 以
下のケースです。さらにいうと、

司法書士

井上真之

司法書士業界では皆無に近かった相続手続きを
メイン業務とする司法書士法人を設立。大手不動
産会社や金融機関、新聞社などの社員研修やセミ
ナーの講師としても活躍。著書に
『相続のプロが教
える 遺言書のつくり方と手続きガイド』(アニモ出
版）
がある。

最近ワイドショーを賑わせて

全 体 の 32 ％ は 遺 産 額 1,000

いる作曲家・平尾昌晃さんの

万円以下の案件ですので、財

族全員そろったときに伝えてお

遺産相続の件ですが、遺産額

産が少ないから争いは起きな

くほうがよいでしょう。「そうい

は 60 億 円にもなるそうです。

いなどということはありません。

えば、あのとき親父が言って

その他、 高倉健・宇津井健・

どこの家庭でも骨肉の争いに

いたな…」と死後に思い返し

やしきたかじん・愛川欽也さん、

発展する可能性は秘めている

てもらえれば、それだけで抑

そして紀州のドンファンも、相

のです。

止力になります。

続トラブルで報じられる有名人
は多額の遺産を有しているケー
スがほとんどです。

自分の想いを
家族に伝えておくことが重要

ただ、口頭での伝達には法
的強制力がないので、相続が
円満にまとまる保証はありませ

あると便利なお役立ちグッズ

早めに準備をしましょう

お 役 立 ち グ ッ ズ

春は旅行シーズン。国内・海外問わず、
日常を離れて
どこかへ行くのは楽しいものです。

携帯用スリッパ：電車や飛行機の長旅では靴を
脱ぎたくなります。ホテルでも使えます。

旅程は旅行会社におまかせできるとしても、
何を着て

ネックピロー：最近はやりの、椅子に座ったまま

いくか、
何を持っていくかなどは自分次第。でも準備する

の姿勢で寝るときに首を支えてくれる首枕。空

段になると考えがまとまらず一苦労するものです。特に

気を入れて膨らませるタイプもあります。

海外旅行は、
慣れている方はいいですが、
初心者には意
外とハードルが高いのではないでしょうか。
必要なものを忘れたり、
代用できるものが手に入らな
かったりすると、
思いのほかストレスをためることになる
ので、
旅行中に困らないように、
早めに準備をしておきま
しょう。

保湿マスク：夜、
部屋が乾燥して眠れないときな
ど、
これで応急処置ができます。
ウエットティッシュ：特に海外ではおしぼりは出ま
せん。清潔好きな日本人にとって、食事の前など
欠かせません。
ジッパー付きポリ袋：ジッパーが付いていると、
中に水分があるものを入れても安心できます。
圧縮袋：着替えを持って行きたくてもかさばる。お

持っていると便利なもの

みやげが入らない。そんなときは圧縮してみては。

下着や化粧品、
薬などの必需品は旅行会社のパンフ

わりばし：夜、
ホテルでお腹がすいたとき、
食物は

そうなると、「うちは争うほど

自分の死後、相続のことで無

ん。自分の想いにしっかりと法

レット等にも書いてあると思いますので、
ここではあると

あってもそれを取るものがなかったという経験は

財産はないから大丈夫」なん

用な争いを発生させないため

的拘束力も持たせるのであれ

便利なものを紹介したいと思います。国内か海外か、
泊

ありませんか。

て思っていらっしゃる方も多い

には、生前から自分の想いを

ば、遺言書を作成しておく必

のではないでしょうか。

家族に伝えておくことが重要で

要があります。

しかし、この考えは間違って

す。それも同居している長男だ
けに伝えるということではなく、

人全員一致の合意が必要とな

裁判所での遺産分割調停・審

正月やお盆など、できるだけ家

るので、ここで争いが生まれて

算定
1億円超 不能
7% 4％
5,000万円超〜
1億円以下
13%

しまうケースがほとんどです。
しかし、有効な遺言書があ
る場合には、単にその内容に
沿って進めればよいので、相

1,000万円以下
32%

1,000万円超〜5,000万円以下
44%

数などによっても違いますので、
参考までに…。旅に出たら、
あまり欲ばらず、
疲れすぎないように注意してくださいね。

洗濯ばさみ：下着などを洗濯したときにあると便
利です。

遺言書がない場合には相続

います。平成 27 年度の全国の

遺産分割調停・審判における遺産額（平成27年度）

続人全員が合意をする必要も
ありません。よって、必然的に

お好み焼き

大阪府

生地と具を混ぜてから焼きますが、広島風は生地を薄いクレー
プ状に焼いて、その上に具をのせていきます。
お好み焼きのルーツは、千利休の 「麩の焼き」 と呼ばれる
茶菓子という説があります。 戦後の食料難の時代には 「一銭

ることになります。

洋食」 と呼ばれていたものがありましたが、どのように現在

※遺 言書については次回以降

★大阪府

大阪風、広島風、どちらもおいしいお好み焼き。 大阪風は

争いが発生する確率も減少す

で説明します。
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春になると心ウキウキ、
どこかへ出かけたくなりますね。
旅に出るとき、持っていると便利なものを
ご紹介します。

旅 行の持 ち 物
司法書士法人NCP・株式会社NCP相談センター代表

財産が少なくても
争いに発展する可能性が

ト
ン

くらしの

のようになっていったかは諸説あるようです。
バリエーションが豊富で、調理するのを見るのも楽しいお
好み焼きは、大阪はもちろん、広く全国で愛されています。
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主な業績指標（2019年3月末見込み）

ド・ライフにとって飛躍の年となりました。引き続きご

★新契約件数
17,905件
（前年比147％）
★保有契約件数
80,416件
（前年比146％）
★収入保険料
2,488百万円
（前年比127％）

支援、ご愛顧のほどお願い申し上げます。
2019 年度はさらなる業容の拡大とお客様サービス
の充実を目指し、次の 3 つの施策を展開してまいり
ますので、ぜひご活用をお願いいたします。

1

資料請求キャンペーン
（牛肉キャンペーン）

2018 年上期に実施し、ご好評いただいたキャ
ンペーンを今年も実施いたします。
今年は、資料請求いただき、ご成約いただき
ましたお客様から抽選で 100 名様に 「松阪牛」
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「保険金指図支払サービス」の
取り扱い

お客様への保険金のお支払いのサービスとし
て、「保険金クイック支払サービス」 に加えて、
新たに「保険金指図支払サービス」を導入します。
保険金の受取人様へのお支払いに替えて、

をプレゼントいたします。 期間は 2019 年 4 月

葬儀費用の充当資金として、 直接、 葬儀社等

1 日～ 2019 年 6 月 30 日まで。ご応募、お待

の銀行口座にお支払いするサービスを本格的に

ちしております。

開始します。
さ し ず

「保険金指図支払サービス」の流れ

2

インターネット
（Web）
申し込みの取り扱い

これまでの代理店対面販売に加え、インター
ネットによる保険申し込みを開始いたします。こ
れにより、 代理店ではカバーすることが難しい

葬儀社等

保険金の請求

指示
（指図）
の決定
保険金等を
メモリード・ライフ
葬儀費用等のお支払いに
充当

メモリード・ライフより葬儀社等に保険金の全部
または一部を直接お支払い

地域のお客様にも保険をお申し込みいただける
お客様のメリット

ようになります。
また、クレジットカードによる保険料のお支払
いが可能となりました（クレジットカード払いは、
インターネット申し込みのみのお取り扱いとなり
ます）。

L

お便り

フラワーアレンジメントに参加
昨年、葬儀社のイベントに参加申し込みま

いきって退職することにしました。忙しさに終

したが、なかなか盛況で予約が取れない状

に加入したり、お墓の検討を始めたり…。で

ことができました。

われ、気が付けば 60 代に突入。葬儀保険

も決して暗い気持ちではありません。私がど

況。先日、フラワーアレンジメントに参加する
先生や隣の人にあれこれ教えてもらってき

のように過ごしていたのか楽しかったこともた

れいに生けることができました。また、係の

もたちに伝えたら、エンディングノート記入を

ニケーションができる場と感謝しております。

くさんあり、「恵まれた人生だったよ」と子ど
始めるところです。

人が親切に応対してくださり、皆、良いコミュ

（大阪府・中山富美子さん）

（群馬県・松田幸代さん）

●ひとつの区切りとしてエンディングノートを書き始め
るのはいいことですね。年を取って考えが変わったと
ころがあったら、書き直せばいいと思います。

●知識を得るだけではなく、コミュニケーションが広が
ることも魅力ですね。これからもどんどん参加してくだ
さい。

母を亡くして…
の入院で突然旅立ちました。入院していても、

（保険金受取人様）

葬儀費用等の
請求

定年後 1 年間仕事を続け、この 1 月で思

皆様からの

あと 1 ヵ月で 89 歳の母は、わずか 20 日

お客様

※写真はイメージです。

終活準備始めました
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事業開始後 11 年目となる 2018 年度は、メモリー

TALK

E

1. 保険金支払い情報を確認することにより、葬儀費用の総合的な見
積もりと費用管理が可能となります。
2. 保険金の支払い先を葬儀社に指定することが可能であり、銀行か
らの現金の引き出しや持参の手間やリスクを軽減できます。
3. 取り扱い代理店が葬儀施行、葬儀費用精算、保険金受領を包括的
にサポートしますので安心・便利です。

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

「これ以上迷惑かけられない」と私のことば

かり気にかけていました。肺炎の悪化でした

が、そこまで苦しまなかったことがせめても

の救いでした。

しっかりしていた母は、葬儀保険にも加入

しており、部屋の片付けなど、最後まで自分

のことはちゃんとしていました。いなくなって

本当に涙が出ます。押し車でゆっくり散歩し

ていて、傍らにノラ猫がくっついて一緒に歩

く動画を見るたびに母の面影が消えることは

ありません。お母さん、ご苦労さまでした。
あなたを見習いたいと思います。

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、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、5 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。

（宮崎県・田中由美子さん）
●お母さんの思い出は尽きることがありませんね。
「見
習いたい」という田中さんに、お母さんがどこかで優
しく微笑んでいますよ！

PRESENT

ト！
クオカードプレゼン
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