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現代の墓事情に関する知識とトラブル

墓の種類と選び方、埋葬の手続き
横田 睦

Yokota Mutsumi 公益社団法人全日本墓園協会 理事

墓地や納骨堂、火葬場などに関する研究者
（博士
（工学）
）
。同協会主管研
究員、日本環境斎苑協会 常任理事。通称に
「お墓博士」
。

て ” 回る」②
「墓地使用規則
（契約約款）をよく

墓地は大きく 3 種類に
分けられる

“ 見て （
” ＝読み込み）理解する」③
「これらを、
一人で見るのではなく、お墓にかかわる方々と

墓地、という言葉を耳にされた場合、皆さん

一緒に “ 見る ”」を心がければ、後悔しない、間

もお聞きになったことがあるのは、公営墓地、

違いないお墓選びができます。

寺院境内墓地または寺院墓地
（民営墓地）
、公園

まず、
公営墓地について。自身が自治体に「公

（民営墓地）
の 3 つでしょう。
式墓園＊1

営墓地を探している」
と尋ねれば、
「申込み要領」

公営墓地は、地方自治体が設けた墓地のこと

を教えてもらえます。ただ、
公営墓地が“満杯”、

です。ただ、必ずしも公募されているわけでは

または仮に募集してはいても、お墓のかたちが

なく、申し込みには
「条件」
がある場合もあるの

あらかじめ決められていること
（最近では
「合葬

で、居住地の自治体に問い合わせてください。

墓」
のみという）
もあります。

民営墓地は、大きく、そのお寺の信者
（檀家）

公営墓地が公募されていないなら、これに代

にならなければならない
「寺院境内墓地」や
「寺

わる、
民営墓地を探すことになります。
インター

院墓地」と、特にそうした条件は無く、あらか

ネットを使うと、たくさんの民営墓地を検索す

じめ定められた使用規則
（契約約款）
に基づいて

ることができます。ただ、
あまりにも“たくさん”

運営される
「公園式墓園」の 2 つに分けられま

過ぎて面食らってしまうかもしれません。

す。特に後者、公園式墓園は “ 公益法人 ” が運

1 つのアイデアですが、仮に “ 満杯 ” であっ

営しているもののほかに、宗教法人が運営して

ても、取りあえず公営墓地に足を運んでみては

いるものも珍しいことではありません。ですか

いかがでしょう。ほぼ、間違い無く、その公営

ら、宗教法人が運営している墓地を選ぶ時には、

墓地での
「お墓」
の仕事に携わっている石材店が

詳しい説明を求めるだけではなく、寺院境内墓

軒を並べています。そして、それら石材店は公

地なのか、公園式墓園なのか、おのおのの墓地、

営墓地だけではなく、
幾つかの民営墓地にも“出

墓園で定められている使用規則
（契約約款）を、

入り ” をしています。それを紹介してもらう方

隅々まで穴が開くほど “ 読む ”（
「見る」
ではあり

法もあります。また、同じ公営墓地に軒を並べ

ません！）必要があるでしょう。

ているおのおのの石材店でも、“ 出入り ” して
いる民営墓地は異なります。この段階では、気

「お墓探し」のポイントは
3 つの「見る」

兼ねせず、他の石材店にも声を掛けて
「たくさ
んの墓地を “ 見て ”」
回りましょう。

すなわち、①「なるべくたくさんの墓地を “ 見
＊1

「寺院墓地」や
「公園式墓園」の民営墓地の中か

一般的に、その名称が「○○霊園」
「○○聖地（苑）」
「○○メモリアル（パーク）」などと呼称されるもの
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ら、幾つかの候補を絞り込んだら、その墓地のパ

規則や約款を確認したうえで、墓地の経営主体

ンフレットなどのほかに、その墓地で定めてい

と墓地の使用契約を交わさねばなりません。次

る「墓地使用規則（契約約款）」も取り寄せます。

に使用権を取得したうえで石材店と建墓の契約

もし、「『墓地使用規則』は契約をしない方には

を交わすことになります。

渡せません」と、断られたら、墓地や墓園内の施

ちなみに、財団・社団の公益法人、宗教法人の

設や設備、パンフレットなどが立派なものでも、

墓地の場合、その園内で建墓工事は特定の石材

候補からは外すべきです。当然です。
「契約した

店に限られます。
これを指定石材店といいます。

後でなければ約款を渡せない」
というのは、
「お

公益法人、宗教法人の墓地以外にも多くの墓

墓探し」
に限らず、あまりに一般常識からかけ離

地が供給されている中で、あえて指定石材店の

れています（同じく、契約を急がせるのも要注

ある墓地を選択するとなると、墓地使用契約後

意。むしろ避けたほうがよいといえましょう）
。

には、別の石材店から見積もり、比較をしても、

ただし、「寺院墓地」
の場合、特段、墓地の使

指定石材店以外に仕事を依頼することは基本、

用規則などはそもそも定めていないこともあり

できません。もし、
複数石材店との“相見積もり”

ます。なぜなら、墓地はその寺院の信仰の空間

をしたい場合、当該墓地との使用契約を交わす

の一部であり、墓地を使う人々は単なる
「墓地

前に、墓地側と話し合う必要があります。

使用者」ではなく、その寺院の信者であるから

先ほど
「石材店に墓地を紹介してもらっては」

です。そこには “ 世俗 ” における契約の概念は

と述べたのは
「石材店を入り口にして、墓地を

希薄であります。このことはキリスト教やその

紹介してもらう」
という探し方になります。

他の宗教の墓地でも同様のことがいえます。

お墓をめぐる書類・手続き

そして、墓地のパンフレットなどは眺める程

わが国では、古くから “ 土葬 ” という考え方

度でも構いませんが、「墓地使用規則（契約約
款）」は精読し、不明な点、不詳な箇所があれば、

が基本になっておりましたが、現在ではほぼ

再度、墓地に照会し、内容を確かめるべきです。

100％といってもよいほど“火葬”です。そこで、

これが
「墓地使用規則（契約約款）をよく “ 見

「お墓をめぐる書類・手続き」
については、火葬

て ”( ＝よく “ 読み込み ”) 理解する」ことです。

を前提にして進めます。

“お墓”
に焼骨を納めるための手続き

最後に。あなたが用意する
「お墓」
はあなた“だ

−お亡くなりになられてから

け ” のものではありません。将来、引き継ぐ人
のものでもあります。あなたにとって“よい”と、

人が亡くなると、その死を確認した医師が死

思われたお墓であったとしても、代が変わった

亡診断書
（あるいは死亡検案書）を作成します。

時、果たしてどうなるでしょう。また、墓地使

遺族はこの書類を死亡地、もしくは遺族が住ん

用規則も、あなた以外の方が読めば、新たに不

でいる市区町村の窓口
（通常は戸籍関係の窓口）

明な点、不詳な箇所が出てくるかもしれません。

に死亡届とともに提出します
（夜間も受け付け

はじめに
「一人でなく、お墓にかかわる方々と

てくれます）
。受理した担当者からは、引き換え

“ 見る ”」としたのは、こうしたことです。

に
「火葬許可証」
の申請書が渡され、その申請書
により、交付されます
（墓地、埋葬等に関する法

お墓を設けるための
２つの契約

律
（以下、墓埋法）の第 5 条、第 8 条）
。地域・市
区町村によっては、土葬をするために必要な「埋
葬許可証」
と併用して使えるように
「埋・火葬許

「お墓」を建てるには、通常、2 つの契約を交

可証」
としている場合もあります。

わさねばなりません。まず、
「お墓」
を建立する

だ び

「火葬許可証」
は、故人を荼毘に付す際、火葬場

ための区域＝墓所の使用権を取得するために、
2020.8
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お墓に焼骨を納めた後の手続き−改葬

の管理者に渡し（墓埋法第 14 条）、火葬が行わ

原則としては、お墓の使用者
（名義人）
が、墓

れ、骨壷に焼骨が納められた後は、これを証明す

地管理者から、その焼骨が現に墓地にあること

る意味で、
「
（火葬をした）
日時」
「
（管理者の）
署名」
「（火葬場の）公印」を「火葬許可証」に記しても

を明らかにした
「埋蔵証明書」を用意してもら

らったうえで返してもらわねばなりません
（墓

い、
「改葬許可証」
の申請書に必要事項を記入し

埋法施行規則第 8 条）。市区町村によっては、こ

たうえで、その
「証明書」
と、当該墓地の所在地

の「許可証」を、申請者
（多くは、喪主や施主）
に

となる市区町村に提出すれば、
「改葬許可証」が

直接渡さず、（なくさないように）
骨箱や骨壷の

交付されます
（墓埋法施行規則第 2 条）
。
埋蔵の時と同様、墓地によって別途必要とさ

中に納めて渡す場合もあります。
入っているか、

れる書類があります。改葬時の納骨の前に、墓

確認してください。

地に問い合わせをして確認してください。

この後は焼骨を、お墓の使用者
（名義人）
が、墓

ただ、先の “ 分骨 ” の場合でも述べたとおり、

地の管理事務所の職員
（寺院墓地なら、住職）に
渡すことで、納めることができます
（墓埋法第

改葬がなじまない慣習の地域あるいは焼骨に対

14 条）
。また、墓地によって別途必要とされる書

し特別な感情を抱いている関係者、時には当の

類があります。さまざまなケースがありますの

墓地の管理事務所の職員らからの反発を受け、

で、納骨をする前に、墓地に確認してください。

発行を認めないか、あるいはとんでもない条件

お墓に焼骨を納めた後の手続き−分骨

を突き付けられることもあります。

故人をめぐる親族の事情で、
焼骨を分けたい、

そうした場合、
「
（
『埋蔵証明書』に）より難い

という場合もあるでしょう。
「分骨」
です。

特別の事情がある場合にあっては、市町村長が

分骨は焼骨を納めた墓地ばかりではなく、火

必要と認めるこれに準ずる書面」
（墓埋法施行

葬場で荼毘に付された後、骨壷に納める前に行

規則第 2 条第 2 項一号）を添付する方法があり

う場合もあります
（墓埋法施行規則第 5 条第 3

ます。ただ、具体的にどのような書面を提出す

項）。事前に火葬場の管理者に依頼をしておけ

るのか、明確に述べられてはいません。

ば、親族一同が集まって拾骨が行われる前に、

ですが、当該墓地の権利証、墓地の管理事務所

そっと、喪主や施主など、ごくごく身内の方と

と話し合った際の内容の詳細
（改葬を拒否され

ともに、焼骨を分骨し、その証明書を交付して

ている経緯・理由）
を書面で取りまとめ、改葬す

くれるでしょう。分骨をした旨の証明書を受け

る
（したい）
故人の除籍謄本などを墓地使用者
（名

取らないと、その分骨した焼骨を、他日、お墓

義人）
が、市区町村長に提出すれば、墓地側にも

や納骨堂などに納められません。なぜ、拾骨が

事実確認を行ったうえで、
交付されるはずです。

行われる前に、“ 分骨 ” するのかというと、“ 分

もし、交付されない場合、書類がそろっている

骨 ” がなじまない慣習、あるいは焼骨に対し、

ことを確認したうえで窓口に申し出ましょう。

特別な感情を抱いている参列者から反発を受け

なお、公益社団法人全日本墓園協会では、墓

ることがあるからです。

地をめぐるさまざまな問題を調査し、FAQ に

墓地に納めた後で分骨をする場合、墓地の管

まとめています
＊3

＊2

。そのほかにも活動実績のあ

がありますので、幾つかご覧になら

理事務所に分骨と、その証明書の交付を求めま

る団体

す（墓埋法施行規則第 5 条第 1 項）
。

れて参考にするとよいでしょう。

＊2

公益社団法人全日本墓園協会 墓地の経営・管理に関する FAQ

http://www.zenbokyo.or.jp/h28kenkyu_faq/index.html

＊ 3	一般社団法人仏教情報センター 仏教テレフォン相談 http://bukkyo-joho.com/1_tel/
一般社団法人日本石材産業協会 全国お墓なんでも相談室 http://ohaka-madoguchi.com/
一般社団法人全国優良石材店の会 http://www.zenyuseki.or.jp/
全国石製品協同組合 お墓の相談窓口 https://ohakanohikkoshi.com/sodan/
株式会社鎌倉新書 いいお墓 https://www.e-ohaka.com/
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