
「お墓」と「終活」
人生のラストデザイン
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今までとこれからと、そして未来の為に

八田石材㈱



はじめに
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講師紹介
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八田俊之 はったとしゆき

八田石材株式会社
代表取締役

一般社団法人日本石材産業協会認定
お墓ディレクター1級
終活カウンセラー

得意な
こと

●お墓のご提案 ●供養のサポート
●石に関する知識 ●終活のサポート



会社紹介
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八田石材株式会社

所在地：兵庫県姫路市網干区大江島
連絡先：TEL：0120-20-1483 FAX：079-273-9620



団体紹介
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団体紹介
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お墓の専門家「お墓ディレクター」



「終活」の意味と必要性
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「終活」って何？

ご存知ですか？「終活」

誰もが訪れる「エンディング」
に事前に備え、
将来の不安を軽減して
今を活きいきと過ごす活動
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「終活」がなぜ必要なの？①

日本は世界一の高齢化先進国

総人口 1億2,693万人
65歳以上人口 3,459万人
高齢化率 27.3％※
2位 イタリア（22.7％）
3位 ギリシャ（21.6％）
4位 ドイツ（21.5％）

※出典：内閣府平成29年高齢社会白書

9



「終活」がなぜ必要なの？②

減少する人口・若年者

今の子供たちが高齢者になる
2065年の日本は？

※出典：内閣府平成29年高齢社会白書

予測総人口：8,808万人
高齢者人口：3,381万人
出生数：56万人

人口が7割近く減り、
さらなる高齢化
（38％以上）へ
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「終活」がなぜ必要なの？③

長寿化社会の到来

【平均寿命】
男性80.75年 女性86.99年

※出典：内閣府平成29年高齢社会白書

得意な
こと

医療の発達や健康意識の
高まりとともに、
社会で活動する高齢者も増加
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「終活」がなぜ必要なの？④

多死社会の到来

年間死亡者数 129.6万人

※出典：厚生労働省平成28年人口動態統計

高齢化社会の到来とともにエンディングを迎える人も増加。

葬儀・供養・お墓・法律
手続きなどを何らかの形式
で必要とする方も増加
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「終活」がなぜ必要なの？⑤

進む高齢化 人口の減少 多死社会の到来

誰もが、そしてこれから多く
の方に訪れる「エンディング」
後悔しないように、将来に
備えた学びと活動が必要。

「終活」は自分と家族の為に
13



「終活」をはじめる為に
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終活」をはじめるステップ②

自分の希望をまとめ、遺す・託す

人は一人で産まれ、生き、死んで
いくわけではない。よりよい
終活は自分と家族の未来の為に。

家族や未来のことを考える
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「終活」で知っておきたいこと

医療・介護 相続・手続 葬儀

埋葬（お骨） お墓・供養

本日はこの二点を中心に、
学んでおきたいことを
お墓の専門家として
皆様にお伝えします。
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「埋葬（お骨）」に関する基礎知識
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ご存知ですか？墓地埋葬法①

埋葬については法律で規制されている

墓地埋葬に関する法律
（通称「墓埋法（ぼまいほう）」）
あくまで納骨や埋葬に関する方法は自由だが、本人や周
囲の感情面や衛生面の見地から規制をされている。
（違反者には罰則がある）
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ご存知ですか？墓地埋葬法②

法律に沿ったお骨の埋葬を

お骨は墓埋法に沿って、適切な場所・方法で埋葬・
供養を行なう必要があります。

お骨はどこでも埋葬、供養
できるわけではありません。
専門家と相談してお骨の
行き場所を考えましょう
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様々な埋葬・供養の方法

一般的なお墓

自然葬

集合墓

改葬・引越し・墓じまい

・新たにお墓を建てる
・先祖のお墓に入る

・海などに散骨する
・樹木などの下で眠る

・納骨堂や合葬墓
・永代供養

・お墓を建替える、移動する
・お墓を無くす
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自然葬（散骨・樹木葬）に関する知識
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散骨（海洋散骨）について①

近年、散骨（海洋散骨）を希望
する方が増えています。

粉末状にしたお骨を、船などで
海の沖合にて散骨する。
遺族が散骨する場合や、代行業
者が行なう場合もある。

法律的
には

節度を持って行われることと、周囲の
権利者や住民に配慮する必要がある。
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散骨（海洋散骨）について②

散骨を希望する方の傾向

●海に想い出がある方
●お墓を遺すことを不要と考えている方

メリット

デメリット

●海に想い出がある方などの希望に向く
●数万円程度から行なうこともできる

●自由な場所で散骨できるわけではない
●将来の偲び方などについて親族で話合いが必要
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散骨（海洋散骨）について③

海洋散骨を希望する前に

散骨は供養の方法の一つであり、
「お骨を海に棄てる」と考えてはいけない。

海が好きだった方、海に思い入れが
ある方などにとって海洋散骨は素晴
らしい埋葬方法の一つです。
お骨の一部を散骨し、一部はお墓に
納めるという方法もあります。
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樹木葬について①

樹木の下などの陸地に埋葬する樹木葬

樹木の下などに納骨スペース
が設けられており、埋葬でき
る。桜などの大木や、椿など
の小さな木など種類は様々。

法律的
には

通常のお墓と違い、石塔は無いが墓埋
法が全面的に適用される。
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樹木葬について②

樹木葬を希望する方の傾向

●自然に還りたいと考えている方
●管理の負担が少ないお墓を考えている方

メリット

デメリット

●墓地管理を霊園が行なう場合が多い
●お墓を建てるよりも金銭的負担が軽い傾向

●永続的な墓地で無い場合がある
●将来的にお骨がどのような管理になるか要検討
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樹木葬について③

樹木葬を希望する前に

陸上での埋葬になるので、通常のお墓との
違いや将来的な供養についてよく検討を。

樹木葬は自然をモニュメントにした
共同墓地である場合が多く見受けら
れます。将来的なお骨の扱いや、墓
地の規約などをよく確認してくださ
い。
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納骨堂・合葬墓、永代供養について
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納骨堂・合葬墓について①

納骨堂と合葬墓の違い

建物の中などに設けられた主に
ロッカータイプなどの形式が多い。

法律的
には

厳密には都道府県知事の認可を受けた
施設のみが行なうことができる。
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モニュメントや大きな墓碑の内部
や地下に埋葬するタイプが多い。

納骨堂 合葬墓



納骨堂・合葬墓について②

納骨堂を希望する方の傾向

●コンパクトな埋葬をしたい方
●個別の埋葬を尊重する方

メリット

デメリット

●屋内型の施設が殆どであり、荒れにくい
●個別の埋葬や将来的なお骨の移動も可能

●管理料など維持費が必要
●スペースが限られており、納骨するお骨の数
によっては追加の契約が必要な場合も
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納骨堂・合葬墓について③

合葬墓を希望する方の傾向

●個別の埋葬を希望しない方
●お墓の管理を希望しない方

メリット

デメリット

●埋葬後は維持管理が不要な場合がほとんど
●お墓を建てることや納骨堂に比べて安価

●個別の埋葬ではなく1箇所にまとめて埋葬
●埋葬後はお骨の移動ができない場合が多い
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圓勝寺永代供養墓 「共命堂（ぐみょうどう）」



共命堂 内部



納骨堂・合葬墓について④

納骨堂・合葬墓を希望する前に

集合的に埋葬される為、一般的なお墓と
違い様々な制約がある。

納骨堂の場合は、将来的にご家族のお
骨も納骨したい場合の費用や維持管理
費を検討してください。合葬墓の場合、
埋葬後にお骨は移動できないなどの条
件もある場合があるのでよく考えてみ
ましょう。
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お墓の改葬と引越し、墓じまいについて
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お墓の改葬と引越しについて①

お墓の改葬と引越し

古くなったお墓や土葬墓から、
新しいお墓を建て直して埋葬する。

法律的
には

引越しも改葬の一つであり墓埋法で手続き
が規定されている。自分の家の墓であって
も手続きなしに遺骨は取り出せない。

36

墓石と遺骨を新しい場所へ運び
新たに埋葬する。

改葬 引越し



お墓の改葬と引越しについて②

改葬・引越しを希望する方の傾向
●お墓が古い、または納骨スペースが足りないなど
の理由で新たにお墓が必要な方

●お墓が遠方の為、管理がしづらい方

メリット

デメリット

●新たなお墓で代々の先祖供養ができる
●お墓を身近に引越しすることで管理しやすい

●諸手続きにはプロのサポートが必要
●引越しの場合は受け入れ地の選定が必要
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お墓の改葬と引越しについて③

お墓の改葬と引越しを希望する前に

先祖代々のお墓を建て替える、
移転する場合は親族間でよく話合いを。

改葬、引越しとも、費用はもちろん、
今後お墓を誰がどの様の管理していく
かよく話合いが必要です。現在のお墓
がある寺院や霊園とも調整した上でご
検討ください。
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墓じまいについて①

現在のお墓を撤去し、新たなお骨の行き先
へ埋葬（改葬）すること。

法律的
には

改葬の一つであり墓埋法で手続きが規定さ
れている。自分の家の墓であっても手続き
なしに遺骨は取り出せない。
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？
お墓を撤去してもお骨は捨て
ることはできません。
墓じまいは改葬の一つの形式
です。



墓じまいについて②

墓じまいを希望する方の傾向

●お墓を管理することが将来的に難しい方

メリット

デメリット

●お墓の管理の心配がなくなる

●すでに納められているお骨の行き先を
決めければならない。

●お墓を撤去する費用や手続きは必要
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墓じまいについて③

墓じまいを希望する前に

既にお骨が納められているお墓は
自分ひとりのものではありません。

既に家族や先祖が納められているお墓
を撤去する判断はよく皆様で話あって
ください。また、お骨の行き先をどう
するかも決めなければなりません。
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お墓を建てる
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お墓を建てるということ

お墓の大きな2つの役割

●お骨の納め場所
●先祖を偲ぶ場

埋葬する 供養する
●手を合わせる
●先祖を供養し感謝する

命のつながりと先祖に感謝し、
子孫代々にわたって引き継いで
いくことが前提

43



小型化・自由化するお墓のカタチ

少子高齢化により、お墓は小型化するものの、
想いを込めた自由なカタチのお墓も

増えつつある。
44

和墓

洋墓

デザイン墓



お墓の石の種類について
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石の産地や種類、色等により多様な選択肢がある。
お墓のデザインや予算に応じて専門家が提案。



墓地の形態
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新たにお墓を建てる時は場所選びも重要

●お寺の檀家が利用
●お寺が維持管理
●近年では宗旨宗派を
問わない墓地も

寺院墓地 霊園
●霊園の所有者や自治体
などが維持管理

●原則どなたでも利用可
●人気のある霊園は抽選も

お墓を建てる土地（聖地）の価格や、
建立・維持管理のルールはそれぞれ異なる。



お墓と供養

お墓に関する供養の一例

お性根いれ（魂いれ）

お墓を新たに建てた時に行なう。
開眼法要とも。宗旨により異なる。

納骨法要
新たにお墓へお骨を埋葬する際に行なう。

お彼岸・お盆・命日
お墓参りの際に供養の読経をいただく場合も。
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お墓と供養の大切さ
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お墓は命に感謝する場所

人は一人で生き、死んでいく
わけではない。よりよい終活は
自分と家族の未来の為に。

人生のエンディングを見つめる時、先祖や次の世代に
バトンをどのように渡すかを考えてみませんか？

お墓を真剣に考えることは重要な終活の一つです。



ご清聴ありがとうございました。
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今までとこれからと、そして未来の為に

八田石材株式会社
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