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現代の墓事情に関する知識とトラブル

「墓じまい」
「改葬」
で後悔しない！

お墓の承継を実在のトラブル・
解決策から学ぶ
株式会社鎌倉新書

超高齢社会を突き進み、
核家族化が進むなか、

一方で、自宅からのアクセスを重視する人が

お墓を取り巻く環境も大きな変化を続けていま

増えてきたのが、
昨今の大きな特徴といえます。

す。株式会社鎌倉新書では毎年、実際にお墓を

実際に、弊社相談窓口にも
「実家のお墓を現在

建てられた人を対象として
「お墓の消費者全国

の住まいの近くに移したい」
「子どもに迷惑をか

実態調査」を実施し、お墓選びの最新動向を調

けたくない」といった相談が多くなってきまし

査しています。その調査結果から、
「お墓選び

た。そこで、本題の
「墓じまい・改葬」
です。

で最も重視したこと」を、本稿の入り口とした

「墓じまい」と「改葬」の違い

いと思います。
“ ●●家の墓 ”といった
「一般墓」のほか、樹木

同調査では、購入したお墓が新規の購入か、

葬や納骨堂などの登場により、お墓の種類を重

改葬のための購入かについても聞いています。

視したお墓選びが主流です
（図 1）
。

2017 年から行っていて、2019 年の調査結果
をもって 3 年の推移を見て取れました
（図 2）
。

（n=828）
図 1 お墓選びで最も重視したこと

冒頭で
「超高齢社会を突き進み、核家族化が
進むなか……」と記しているとおり、改葬の希
望者が増えていると想定していたのですが、結
果をみると、新規購入者に比べて改葬のための
お墓を購入した人の “ 割合 ” が減ってきていま
す。厚生労働省の
「衛生行政報告例」によると、
改葬の “ 件数 ” は近年、大きな伸びがみられ、
最新のデータでは 11 万件を突破しているのに
もかかわらずです。
これは想像の域を出ませんが、ひとつには、

図 2 お墓の購入目的

ごう し

改葬の需要以上に樹木葬や合祀墓・納骨堂など
の需要が増えていると推察されます。今後、ど
のように推移していくかも調査対象ではありま
すが、
核家族化や都市部への人口流入を背景に、
改葬・墓じまいをする人はこれからも増えてい
くものと考えられます。
さて、
「墓じまい・改葬」
と並列で表記すると
同じものと思われるかもしれません。まずは、
両者の違いを整理しておきましょう。
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意外と手間がかかると思われた人も多いので

墓じまい

はないでしょうか。しかしお墓とは、遺骨を納

お墓を片付けて更地にし、墓地の管理者

めて故人を弔い、祭るためのものですので、丁

に返還すること。埋葬されていた遺骨は別

寧に進めてしかるべき、ともいえます。

のお墓に引っ越し
（改葬）するか、合祀墓に

しかしその一方で、丁寧に進めるべきと考え

埋葬するなどの選択となる

改

られるからこそ、ささいなことがトラブルの種
になりかねません。起こりがちなトラブルを紹

葬

介しますので、改葬時に回避できるよう注意し

今あるお墓から遺骨を取り出し別のお墓

ましょう。

に移すこと。既存のお墓を更地に戻し、新

1. 家族・親族間のトラブル

しいお墓に納骨する

お墓とは、家族はもちろん親族にとっても心
のよりどころともいえる存在であり、
場所です。

それでは、それぞれについて実施時に気をつ
けるポイントや、事前に確認しておきたいこと

だからこそ改葬では、その承継者の一存だけで

などを解説していきます。

決めずに、親族も交えてしっかり話し合い、同
意を得ておくことが大切です。

順序と起こりがちなトラブル

もともとあったお墓だけでなく、新しいお墓

墓じまいとは、今あるお墓から遺骨を取り出

を決定する際も同様に、できるだけ多くの親族

し、更地に戻すこと。改葬は、簡単にいえばお

が納得できる地域を選び、お墓参りなどに支障

墓のお引っ越し。と考えると、今あるお墓の管

を来さないように配慮します。埋葬した遺骨を

理者の同意が必要になります。改葬先が決まっ

取り出すのは縁起が悪いと考える人がいる場合

ている場合は、改葬先の管理者との間で情報を

は、先祖を供養するうえで最良の選択であるこ

共有しておかなければなりません。それも含め

とを理解してもらうほかありません。

て、墓じまい・改葬の一般的な流れを簡単に説

家族・親族とのトラブルの解決策

明します。

家族や親族とのトラブルを避けるために大切

墓じまいの順序

なのは、勝手に決めずに相談すること。例えば

1. 改葬元に墓じまいの意思を伝える

合祀タイプのお墓への改葬の場合、合祀に嫌悪


2.「埋葬証明書」
または「納骨証明書」を発行

感を持つ人も、親族にいるかもしれません。思

してもらう

い立ったが吉日ですぐに相談するのはよいです

3. 改葬または合祀墓への埋葬申請を行う

が、今日相談して明日には同意を……といった

を行う
（※）
4. 閉眼供養（お魂抜き）

類いのものではありません。期間に余裕をもっ

5. 墓石を撤去する

て、じっくり話し合いましょう。

たま

ぼ だい

改葬の順序

2. 改葬元
（菩提寺）
とのトラブル

1. 改葬元に改葬の意思を伝える

改葬では、改葬元に改葬の意思を伝えること

2. 改葬先の墓地を確保する

から始まります。この際、特に寺院墓地に多い

3.「改葬許可申請書」
「埋葬証明書」
を用意する

のが、
「改葬は認めない」
として首を縦に振って

4. 改葬許可の申請をする

もらえないことです。例えば、それまで何十年、

5. 閉眼供養（お魂抜き）
を行う
（※）

人によっては 100 年を超える長きにわたって供

6. 墓石を撤去する

養してきて突然
「改葬する」
となれば、寺院側が

7. 改葬先に納骨する

気分を害するというのも分からなくはないかと

 ※仏教の場合
8. 開眼供養（お魂入れ）
を行う
（※）

思います。また、特に地方部では、過疎化が進
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み檀家が減り続け、それこそ死活問題という声

先の石材店があるのが一般的で、その石材店以

も多くあります。改葬許可申請書に印鑑を押し

外は基本的に工事を行えないでしょう。

てくれない、閉眼供養をしてくれない……と、

また石材店との間でも、墓石の撤去費用のト

何かとトラブルになることがあるようです。

ラブルがあるようです。
「想定していたよりも

改葬元とのトラブルの解決策

高額の費用を請求された」というもので、頭に

まずは、住職をはじめお世話になった方々に

入れておくとよいでしょう。

対して感謝の気持ちを伝えることが大事。そし

石材店とのトラブルの解決策

て、改葬理由を正しく伝え、理解してもらうこと。

改葬について事前に墓地の管理者に話を通す

具体的な進め方や事務手続きはその後、です。

際に、石材店の指定についても確認しておくの

寺院によっては離檀料を請求される場合もあ

がトラブル回避の第一歩です。改葬先で依頼す

りますが、もし納得がいかないようであれば、

る石材店と同じなら話はスムーズですが、もし

弁護士などの第三者を交えて話し合いを進める

異なる石材店だったとしても事前の情報共有が

ことが得策です。改葬先には、基本的に仲介に

なされていれば話が複雑になることはないで

入ってもらえません。

しょう。

お墓のことなどで相談がある場合は、一般社

石材店からの高額請求に驚いた、とならない

団法人仏教情報センターのテレフォン相談

よう、事前に見積もりをきちんと、細かく取る

（03-3811-7470）などに相談するのもよいで

こと。高額な費用を請求されたら、弁護士など

しょう。

専門知識を持った第三者に委ねること。この 2

3. 永代使用料のトラブル

点を押さえておきましょう。

お墓を購入する際、寺院や霊園に永代使用料

お墓の承継問題はよく考えて、
そして相談して

を払っている人もいると思います。この永代使
用料は、供養しなくなるからといって返金され
ることは、基本的にはないでしょう。お手元に

最後に、
「お墓を受け継ぐ側」ではなく、「お

墓地の使用規則などがある人はぜひ確認してく

墓を承継する側」
の立場の話をします。

ださい。ほとんどの墓地で、
「永代使用料の返

子どもがいても、お墓問題で子どもにできる

納はしない」という旨の記述があるはずです。

だけ負担をかけたくないと思っている親御さん

永代使用料のトラブルの解決策

も多いと思います。自分自身がお墓を守ること

トラブルを避けるには、契約前に確認するこ

を負担に感じていたとしたら、それを子どもに

とが最善です。なお、契約約款の差止め事案や

まで引き継がせるのか？ と。

個々の状況によっては返金を命じる判決も出て

では、子どもはお墓を受け継ぐことを負担に

います。

感じているでしょうか？ そのことについて、

4. 石材店とのトラブル

親子間でコミュニケーションを取ることも大事

墓じまい・改葬を行うときは、墓石の解体・

です。

撤去後、更地に戻して返却しなければなりませ

お墓とは、
決して個人のものではありません。

ん。これらの作業は石材店に依頼しますが、そ

繰り返しますが、広く親族を含めた家族のもの

の条件として「改葬元の許可を得ている｣
「改葬

であるはずです。ゆっくり時間をかけて、お墓

元が許可を出している石材店が工事を行う」が

の承継について家族・親族の間でしっかりと話

挙げられます。まず何より、墓地で大がかりな

し合い決めていただければと思います。

工事をするため、事前に改葬元に話しておく必
要があります。また、公営墓地以外では、提携
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