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制作著作は佐藤葬祭が所有します  

一切の無断転用を禁じません 
商用利用も葬祭業以外の方は幾らでもして頂いてかまいません 

ただしうちで作った事がわかるようにしてくださいね 

葬儀がわかる小冊子 
ある町の小さな葬儀屋のつぶやき 



  

 
 

はじめに･･･ 
 

一般のみなさんにとって、「お葬式」はひどくなじみのないものだと思います 

「どうしていいのかわからない」 「結局任せるしかないんだよね」 

そういうことがこの小冊子を読む前の葬儀に対する印象だと思います 

けれども金額にして大変大きな金額そして、それにもまして 

一人の人間を失うという非常に大きな出来事なのです 

一大事だという事はわかっているが 

「なにがわからないのかわからない」そういう状態にいるのは仕方がない事です 

 

だから私たち葬祭業者がいるのです 

 

 

「わからないこと」が「わからない」ではなくなるように、皆さんも気が重いかもしれませんが少しだけお

付き合い願えないでしょうか。これから話す葬儀の話は、当社のＨＰで実際のお客様の質問を答え

る事で積み重ねた、いわば本当の意味での一般の方の疑問を解いていかなきゃと思って作った内

容です。インターネットで葬儀の仕事を受注するのは無理だと言われ続けた中で「あなたの言ってい

ることが本当にわかりやすかった」「一番ウソをついていなさそうだから話を聞きにきた」「他は商売ばっ

かりで。お前の所は本音で話しているようだからさ」と自分でも予測もし得なかった言葉をたくさん頂

きました。 

 

自分がすごい能力を持っているわけでもなく、すごい葬儀屋なわけでもなく期せずして、私自身イン

ターネットなんかで葬儀が受注になるわけがないと思っていたので、本音で葬儀の本当に迫ってゆく

内容が出来上がってしまったようです。（あとは他の葬儀屋さんがほんとうに何もしないとしか考えられ

ないです･･･・） 

 

この小冊子を読んで、うちで葬儀をあげてくださいとは思いません。一人一人の人が少しでも葬儀が

わかるようになる、そして少しでも葬儀のことで泣いたり、いやな思いをした人が少なくなればそれが

一番葬儀屋冥利に尽きる事ではないかと思います。町の小さな葬儀屋が少しでも、葬儀をあげる

人が葬儀で嫌な思いをしないように･･･そのためにはもう少しだけ葬儀というものを知ってから望んだ

ほうがいいのではないかと思い作成いたしました。 

だまされたとおもって少しだけ私の拙い話に付き合って頂ければ幸いです。 

 

佐藤葬祭 佐藤信顕 
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第一章 得する知識編 
 
葬儀で心配なのはアンケートでもそうでしたが、やっぱりお金への不安が一番あるようです。まずはお金

にまつわる事をお話しましょう。それからこうしたら葬儀の準備が出来ますというよ、大きな意味で葬儀

の前に知っておくと得することをご紹介します。 

 

１ よい葬儀屋さんの見分け方 

・ 葬儀の仕事大変な部分は実は物よりもソフト部分 

 

物の販売レンタルの部分はそんなに大変じゃないのです、仕入れて値段をつけて売るだけな

ので。ソフト（人）の部分が現在の葬儀社としての核になる部分になるのです。同じ道具でも、

飾り方一つで印象が変わりますし、死と言うデリケートな部分を扱うだけにそれなりの人間とし

ての能力と覚悟が必要になってきます。 

よい葬儀屋さんを見分けるのは大変難しいです。装飾におけるセンスとか、人の心をケアす

る能力は一見してわかるものではないと思われますし。結局人柄やモラルといった言葉でし

か表せない部分も多々あります 

そうなるとお客さんの人をみる能力も問題になってきます。 

でも実際的な、知識量の差があるのでそれを見定めるのが難しいと思います 

これは感覚的な話になるのですが、私の知り合いの良い業者さんは、普段面白おかしい人

が多いです。常に商売商売とかつかつしている人よりも気持ちに余裕があるのですかね 

普段の付き合いでも、まじめに付き合えるような、そして、少しのユーモアがあるぐらいの人を

選びましょう 

・じゃあ悪い葬儀屋さんを見分ける方法は？ 

こっちは結構簡単です。悪い業者さんというのは「自分にだけメリットがあるように葬儀を施

工する業者」のことです。それによって元来守られるべき遺族の「よいお葬式をする」という権

利を奪ってしまう業者の事です。悪いやつがやりがちなことをおさえていければひどい目にはあ

わないと思います。それでは次に悪い業者の見分け方を説明します 
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※   悪い業者のやりがちなこと 

１．見積書も出さずに最後にびっくりするような金額を出します 

⇒必ず、事前に見積書を出させましょう、出させないととんでもない金額に終わってから遺族

が辛い思いをするかもしれません。 

２．質問に答えられない 

⇒自分の懐の心配ばかりで、日々勉強することなどありません。いいお葬式を提供しようと思

わない限り勉強などしないからです。 

３．変に言葉が丁寧である 

⇒自分の裏の部分を隠すために言葉使いがバカ丁寧な場合があります。普通に丁寧なら

よいですが、丁寧なのが言葉だけかもしれません気をつけましょう。 

４．店舗を持たない 

⇒悪い評判のままでは利権に絡めません。そのために頻繁に社名を変たり、場所を転々とし

ます 

一ケ所で長くやれない業者は、やれないだけのことしかできません 

５．話が上手く押しが強い 

⇒誠実に営業していれば、話が上手くなる必要も、押しが強い必要もありません、必要以

上にその傾向が見えれば気を付けたほうがよいでしょう 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＝ ＝＝ ＝ 大 切 なコ ト！
．．．．．．

＝＝＝ ＝ 

もし万が一、どうしようもない葬儀社に当たってしまったら、物品の提供を受ける前に他の葬儀
社に切り替えることを強くお勧めします。悪い奴は口コミでは仕事が取れないので、警察や病院

など利権の絡むところで待ち構えているかもしれません。 
そこにいたから、紹介だからといって安易に選ばないでください。 

結局、大きなところは「うちは紹介しただけだから‥」と責任はとってくれません。世の中はいい人
ばかりではないのは賢いあなたならもうお気づきですね。 

かといって葬儀社を知らなければ、電話番号もわからなければそこに頼むしかないと思うのかもし
れません。でもそういうわけではありません 

ご遺体が傷むのが心配なら、車での搬送とドライアイスだけ頼んで人づてでどこかの葬儀社を頼
んでも間に合うのです。たいした説明もなしに、ドライアイス以外の物品の提供を受けるとそこにと

んでもない高額な請求を乗っけてくる業者もいます。 
一人でも多くの人が良いお葬式をあげられるよう、この葬祭業界の現状とちょっとした老婆心から

皆さんにお伝えしておきます。 
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２ 葬儀の金額平均 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        『お葬式って、お金がかかるって聞いたけど‥』いえいえ当社ではそんなことはありません。当社では各種割

引きプランをご用意していますので、小さな負担で十分な葬儀をあげることが出来ます 
 
 
って言うのが今時流行っている一般の葬儀社のうたい文句ですが、この際悲しい事実ですがハッキリと

言っておきます。お葬式はお金がかかるのです。でも言っとかなきゃいけない事実だから仕方ないのです  
よく、「会員の方に当社では○○％ＯＦＦ、祭壇料は無料です‥‥」とうたっているところがありますが

葬儀社の料金は小売業じゃないですもの、定価とか決まっていませんし、袋にも印刷していません。同

じ品物を高く売りたい所もあればそこでの利益は求めていないところもあるわけです。中にはやっぱり意

味のない割引も存在している。だからウチに相談に来るお客さんには「ウチだけでなくて、他でもお見積

りをおとりになってください。ただ必ず葬儀の総額と明細の入ったの見積りをとってください」と言うようにし

ています。誰が見たって総額で見なきゃ高いか安いかなんてわからないからです。  
 
平均で百人を越える会葬者、全工程出席の親戚も平均で３０人ぐらいいる。その人数でやってるんだ

からやっぱりお金はかかる。百数十人が延べ１０時間近くいるイベントをすることを考えると‥ なかなか

今の形態のまま、金額が半分になるとかは考えにくいのです。 
さて話が長くなって申し訳ありませんでしたがここからが本題、いったいお葬式やその内訳費用はみ

葬儀費用の地域別平均額（単位：万円） 

地域名 
飲食接待 
費用 

葬儀費用 寺院費用 合計 

全国平均 ４４.５ １１７.１ ５３.０ ２１４.６ 
北海道 ４８.７ １５５.０ ４１.２ ２４４.９ 
東北 ５６.９ ８３.１ ７４.７ ２１４.７ 
関東Ａ ７８.１ １５５.８ ４１.１ ２７５.０ 
関東Ｂ ４７.８ １３９.０ ８６.６ ２７３.４ 
中部Ａ ６７.８ １１２.０ ４５.８ ２２５.６ 
中部Ｂ ５２.８ １３８.５ ４５.８ ２３７.１ 
近畿 ４０.６ １４５.６ ５３.１ ２３９.３ 
中国 ２４.４ １００.１ ３５.９ １６０.４ 
四国 ２８.４ ９０.５ ３７.３ １５６.２ 
九州 ２２.８ １１２.５ ３９.７ １７５.０ 
※関東Ａ地区は茨城・栃木・群馬・千葉。関東Ｂは埼玉・神奈川・東京 

※中部Ａ地区は新潟・富山・石川・福井。中部Ｂは山梨・長野・岐阜・静岡・愛知合計は各平

均値を加算して算出しています。 

財団法人日本消費者協会「葬儀についてのアンケート調査」平成７年２月より 
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んな世間一般ではいくらぐらいなの？という方は次項をご覧ください。 
葬儀はやり方しだいで掛かるお金が大分変わって来ます。どのようなやり方をするのが自分にとって

良いのか、事前相談などを通じて考えていかれるのが、最近の傾向のようです 
 
 
 
３ お葬式のお金のかかり方 
  

よくよく、いわれる言葉に「お葬式に何百万もかかるなんて！」というのがあります。この言葉

を聞いたときに、僕は二つの事を考えます。 
ひとつは、「ああ、たしかにその通りだよなあ高いよなあ･･･」という気持ち、そしてもう一つは確

かにそのぐらい掛かる時は掛かるんだよなあという気持ちです。 
どうしてお葬式が高額になるのか皆さんは仕組みを知りません、それってフェアじゃないですよ

ね？これからはお客さんとお店が対等にならなきゃいけません。だから、足りない頭で説明す

る事にします。  
 
 

まずは一つ目、人がたくさん来るからです 
すごく単純な理屈でいえば、人が来るから場所も広いところが必要になる。ご飯も沢山用

意しなきゃいけない、設備も必要ということ、グロスでいくらということが始まってくるわけです

（料理や返礼品、受付テント、火葬場へのハイヤー、マイクロバス、式場） 
こういったものははっきりいって、家族の希望というより何人来てしまうという現実に左右され

てしまいます。なにをどういじろうが最低の金額はかかってしまいますということ 
 

二つ目は寺院との関係が薄れているから 
一般の方は年間どれくらいお寺に顔を出すのでしょう、そしてそのときにいったいいくら包んで

いるのでしょう、時代劇などで出てくるお寺はとても裕福です。口減らしの子供達や行き倒

れの人などはお寺に担ぎこまれていました。そういう人たちを養うだけの経済力がお寺にはあ

りました。なぜなら寺院は地主だったからです。土地の寄進などにより寺院は地主になりその

経済力があったために、そして日々人の来る数が違いますので細かい収入が日々あったの

でしょう。農地改革で土地も奪われ、日々の参拝者も減り、檀家への負担は葬儀に集中

するようになりました。だから東京での葬儀のお布施は高いといわれるのではないでしょう

か？ 
 

そして三つ目は、東京２３区の火葬場はほとんどが民営であるから 
東京の火葬場は民営です。わかりやすく言えば株式会社です。火葬をする（火葬と骨壷）

だけでも約６万円ほどかかりますし、休憩室や心づけ火葬中の飲み物などまで入れれば約

１０万円かかります。公営斎場に比べれば高いです。しかし東京２３区内だと新規に火葬

場をつくろうとするのは、かなり難しいです。ただ公営ではお役所仕事的にしかしませんから、

人間の最後を見送るときにどちらがいいのかは微妙な問題かもしれません。 
 
 
四つ目は、業務が多岐にわたるためにたくさんの会社が関わっているから 
僕は葬儀屋です、でも僕が料理をつくっているわけではありません。花を挿しているわけでも
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ありません。料理屋、花屋、テント屋、車両屋、提灯屋、火葬場を経営している会社とい

ろんな会社があります。だから僕らの操作できる金額は葬儀のなかの葬儀社の売上金額で

しかないのです。よくよく「葬儀一式三十万円！」なんていうのが流行りましたが。それはあく

まで葬儀社の取り分。もしくはまろやかであるかわかりませんが、詐欺みたいなもんだと思って

くれて間違いないと思います。 
 

だから、現状のままでは葬儀は安くなりません、おなじ形態のまま料金が半分にはなることな

んて絶対にありえない。考え方のほうをシフトしていくしかないです。たとえばレストランウェディ

ングのようにレストランでの会食メインの葬儀とか東京では珍しいかもしませんが会費制の葬

儀とか考え方をシフトすれば家族にとっても葬儀代金の負担の少ない葬儀が可能になると

思われます。 
 
 
４ 葬儀の割引 
 
葬儀の割引について「何割引でできます」というのがあります。 
そこで「葬儀の割引」といった場合どのような処理がされるのか考えてみましょう。 
 
まず葬儀は割引というのにそぐわない業態だということを説明いたします。金額は各社考え方があるの

でいろいろあります。それはそれで仕方のないことで自由競争というようにもいえます。 
まず葬儀の代金を考えるときに、消費者の皆様が把握しなければいけないのは確実に総額です。 
大事なことなのでもう一度言います。総額です。 
これを踏まえないと葬儀金額を把握する事は出来ません。総額とはお布施と４９日のお香典返し抜い

たお客様のお支払いになる全額の事です。 
何とか料何パーセント割引きといっても、別のところで細かく高いかもしれませんし、寝台車料金がやた

らと高いとか、お客様には見えにくいところで調整されているかもしれません。 
葬儀は家を建てるのに良く似ています。部分部分を外注して、与えられた予算の中で図面（計画）ど

おりの施工をしています。総予算の中で工夫をして、その予算に収まるように部分を発注し予算内に

おさめます。 
ですから、葬儀を割引きしている所ではスーパーなどでやっていた二重価格であるか、もしくは規定の

ないところでのコストダウンをおこすかして金額を調整しています。その辺も建築とよく似ています。 
それでは、葬祭業が割引が余り出来ない理由というのを考えてみましょう。 
 
まず世の中の割引がどうして出来るのか考えてみましょう。 
 

1、 大量仕入れなどのスケールメリットの発生 
一般→○ 
大量に扱う事により、製作コスト、流通コストが抑えられます。そのため価格を安くする事が

出来ます。 
 
葬祭業→× 
突然に発注が起こることなので、数量が増えればそれだけ商品をそろえる労力が発生しま

す。その対応をするために暇なときにも大きな在庫や人材を抱えなくてはなりません。いうな

れば不規則であるがゆえにスケールデメリットが発生してしまう業界なのです。 
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2, 自社取り扱い部分の増加 
一般→○ 
サービス･製品ともに自社扱いにする事により。外注するだけより利益が上がります 
作業をルーチン化することによりアルバイトやパートがつかえて人件費の削減が出来ます。 
 
葬祭業→× 
人の死というものを扱う、ナイーブな部分があるため経験の豊富な人材が必要とされます。

またこちらも急な仕事の大量発生時に発生するべく人材を仕事が暇なときにも確保しなけ

ればいけないので自社取り扱い部分が増えれば増えるほどパンクしやすくなります。 
 

3, 売上見込みによる 
一般→○ 
数が増える事で、利益率は落ちてもある程度の利益額は確保できるという事で割引したり

します。 
 
葬祭業→× 
葬儀の受注は団体契約を結んだからと言って、簡単に受注できるものではありません。団

体契約を結ぶために使っている営業経費（人件費、交際費）を差し引けばあまり大きな割

引は出来ないし、仕事が忙しく大きくなっていけばそれだけ管理することに見えないお金がか

かります。熟練を必要とする人的なサービス業であるがゆえに、熟練者の確保も難しく、ま

たそういう人間は給料も高めなため、薄利多売は、多売という部分が非常に難しくなりま

す。 
 
 
 
５ 葬儀を低価格にする方法 
  
現在のやり方現在の風習・文化のなかでやっているスタンダードな葬儀は、金額面ではやはり２００万，

３００万といったお金がかかる様です。 
佐藤葬祭では、他の葬儀社とすこし違った立場をとります。えらく中途半端な考え方にも聞こえると思

うのですが、それは・・ 
 
「お金は掛けてもいいし、掛けなくてもいい」という考え方です 
 
「今の葬儀は高すぎる！」といって、低品質なものを低価格で出す事が一回しか出来ない葬儀という

性質上正しいとは思えないし、だからといって「高級」をうたってお客様にとって必要であるかどうかわから

ない高級品を販売する事が正しいとは思えないからです。 
必要な物を必要なだけ・・・その結果金額は高額になったり、低く抑えられたりするわけです。大事なの

は送る側の心をどれだけ込める事が出来るのかということだと思うからです。 
 
さて高くするのは簡単です「高級」といわれるものを、沢山購入すればおのずと高額になります。ただ、

低くするのは自身の価値観などに照らし合わせ「必要なもの」と「必要でない物」を選択していかなけ

ればなりません。 
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というわけで、次にお葬式を低価格・安くする方法を考えていきましょう。 
 
会葬者を絞る 
会葬する人数が多ければ、飲食代、香典返し、式場費、の費用がかさみます。多数の会

葬者を歓待する場合相応の広さの葬儀場が必要になります。そうすると相応の祭壇も必

要になるわけで葬儀の予算規模はどうしても大きくなります。会葬者を絞る事により葬儀規

模を押さえ葬儀代金の圧縮を試みます。 
例：密葬・家族葬・火葬のみ 
 
単価を下げる 
料理や返礼品、祭壇、棺、数限りない商品がお葬式には存在します。その品目の中で 
例えば、料理・返礼品＝外部に対しての費用、棺・祭壇＝見栄としての費用、ということで

（一概に区別はしにくいのですが）メリハリをつけどこに対して予算を組んでいくのかを考えま

す。 
例：返礼品の1段階下げる 料理は握り寿司ではなく、巻物にする 区民葬・市民葬の利

用など 
 
香典返しを改めてではなく、即日返しへ 
お香典をいただいて、会葬御礼品を出し、改めて納骨後に四十九日の返礼をするのでは

なく。通夜・葬儀の当日に即日返しとして 2000 円～４０００円の品物をだして、香典返し

を兼ねると言う事も可能です。 
 
無宗教形式へ 
無宗教形式をとることで、宗教者への謝礼が必要にならなくなります。火葬式を終え「ホテ

ルでの会食」や「無宗教形式」での葬儀という一つの方策があります。ただし、特定の形式

によらないという事は一定のフォーマットがありませんが、自由に出来るという側面がありま

す。 
例：ホテル葬、火葬のみ、無宗教葬、レストランセレモニー 
 
生花の芳名板利用 
花祭壇やきわめて多数生花が出る場合、花祭壇や祭壇脇の籠入り生花部分をアレンジ

や、スロープにして通常札板にかかれるお名前を芳名版という大型の名札ホルダーに掲示

しその差額を葬儀代金に充当することも可能です。 
 
お布施の交渉や、自家用車の利用 
「自分達の収入に対して」払い切れない額だと思われる場合はお寺さんに交渉して見てくだ

さい。その際決して高圧的な態度をとる事はお勧めできません。なぜなら寺院さんとは長い

付き合いになるわけなので「仲良く、末永く」付き合って行く事になります。お願いするという

立場で払いきれない場合は素直に内情をはなし、ご相談になってみてください。 
またハイヤーでの送り迎えを依頼された場合も、「自家用車で送迎してもかまわないか」を

確認し親族の自家用車で送迎する選択肢もあります。 
 
いろいろなケースや価値観があり、その人その人にあわせて予算の組み方や良い選択肢と

いうのは変わってきます。葬儀の予算を抑える場合「裏技」のような、葬儀の予算の圧縮方
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法はありません。信頼出来て、計画力があり、誠実な葬儀社の担当者と納得の行くまで葬

儀を練り直し、出来れば時間的余裕を持つために生前から準備をする事が望ましいと思わ

れます。 
 
最後にあんまり効果的ではないとおもわれる、節約の仕方をご紹介します。 
 
こういうのはちょっと・・・・・残念ですが効果はなさそうな気がします。 
 

会員システムに加入する 
詰まる所「囲い込み」と言われる手法です。囲い込んでいくのにコストも掛かりますので、表

面的な割引はあれども、総予算で調整されてしまうと思います。儲からないことを進んでや

る商売はないと思われます。 
 
互助会に加入する 
上と同じ理由ですが、こちらはもっとダメだとおもいます 
理由 1 前払いなのに金利がつきません 
理由 2 インフレ（物価の上昇）を前提ですので、デフレにはそぐわないかと・・ 
理由 3 前払い金がその人の葬儀に全額使われているかどうか不透明 
 
大手を信頼する 
大手も零細もなく、いい所わるい所さまざまなのがこの業界です。他の業界のように大手は

最低限看板を背負っているので最低限やってはいるだろうというのは多分希望的観測です。

それからこの業界は葬儀社本体に限っては「スケールメリット」というのは計画的に受注でき

ないのであまりでません。むしろ大きくなると「人件費や設備のスケールデメリット」は大きくな

ります。 
 
 
6 互助会の解約 
 
冠婚葬祭互助会というのをご存知でしょうか？ 
葬儀の料金を前払いして、物価上昇に対しても一定のサービス内容を保障するといったものです。世

の中が緩やかに物価上昇することを前提にした仕組みです。 
いまは物流・生産ともに消費や需要に対して過多の時代で「デフレ」といわるようになりました。 
現在二百万円する葬儀が十年後には幾らになるのかよくわかりません。世の中の動向しだいでしょう。 
 
さて、互助会に入っているから互助会でお葬式をしなければいけないのかというとそういうわけではありま

せん。互助会には一定金額をある回数支払い満期になると葬儀が受けられるサービスですが一定の

手数料を支払えば解約して返金してもらう事も出来ます。 
 
佐藤葬祭でお葬式をご希望される人のなかで互助会に入っている人には、互助会の解約手数料を

佐藤葬祭が負担し、葬儀代金から割引きさせていただいています。 
 
実質上互助会の会員権が無駄になることはありません。 
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互助会の解約は、互助会さんも商売なので解約して欲しくありません。「次回に使ってください」「結婚

式でもつかえますよ」と言ってはきますが、解約を希望する人は。きちんとした意思を持って「解約です」

と伝えてください。加入も解約もお客様の自由意思で行われるのが世の中の筋ですので。 
中には、悪質な所もあるらしく。たらい回しにしたり、解約にウソを言って応じなかったりしますが、その場

合は消費者センターか（社）全国冠婚葬祭互助協会にご相談ください。きっと力になってくれると思い

ます。 
 
では、実際の手続きは 
 

互助会の会員権を探す。 
書いてある電話番号に電話し解約に必要なものをそろえる。 
互助会にいく。 
４５日以内に積立金から手数料が引かれたものが振り込まれます。 
 
このとき、当社にて葬儀をされた方は解約手数料が証明できるものをお持ちください葬儀代

金から手数料分割引させていただきます。 
 
※ この文章は、「○○互助会」という特定の会社を誹謗中傷するものではありません。互助会も一

般葬儀社と同じく良い会社と悪い会社が存在します。互助会というシステムをよく理解し、葬儀を

どこに依頼するかを自分自身の意思と価値観において決定してください。ただし、冠婚葬祭互助

会の積立金は佐藤葬祭では実質無駄になることなく使用する事が出来ます。 
 
 
７ 事前相談･生前予約について 
 
欧米では、お香典の風習もなく、葬儀の負担は全て遺族にかかってきます。そのため生前に自分の死

に対して資金を準備し契約をするシステムが流行りました。日本でもだんだんとその傾向が見え始めて

きました。 
 
生前に葬儀の計画をする事によって、いろいろなメリットが発生します。 
 

1、見積もりを比べられる 
⇒見積もりが比べられる事によって、葬儀の相場観とかはじめて分かる事がでてきます。ま

た今まではあまりなかった葬儀社を比べる事ができるようになります。 
 
2、余分な部分を減らす事ができる 
⇒もし、身内をなくし一体どうしたらいいんだかわかない状態で打合せをしたとしても、知識

量が圧倒的に劣る以上、どう考えても葬儀社が有利です。なにが必要でなにが不必要だ

か判断する事は困難です。しかし生前に見積もりを取っておく事で、知りたい事は調べる事

もできるし、また自分（または身内）の葬儀には不必要だと思われる部分をカットする事もで

きます 
 
3、事前に葬儀費用を準備できます 
⇒信託や保険という形で葬儀代金を準備する事ができます。保険とか信託で用意しとけ
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ばいいんでよね 
 
4 葬儀のときに時間的余裕ができます 
⇒身内を亡くし精神的に不安定の中、葬儀の期日だけが刻一刻と迫ってきます、あらかじ

め計画を立てておけば、故人とのお別れを急かされずにゆっくりと過ごす事ができます 
 
生前に話を聞くだけでも、葬儀の時の精神状態が違います。なにをしたらいいのか、どうしたらいいのか

そういうことがわかっているだけでも大分楽なのではないかとおもいます。 
家族一人亡くしていて、なにからなにまで完全に出来る人なんてまずいませんから。 
生前予約なんて大層な事じゃなくていいですから、「前もって話を聞く」だけでもぜんぜん違うとおもま

す。 
 
 

 
 
 
 
 
８ 区民葬 
 
みなさん区民葬ってご存知ですか？「名前だけは･･･」って人が多いと思います。「区民葬は２３区にお

住まいの方が比較的低料金で簡素な葬儀ができるように設けられた制度」です。区民葬は上手につ

かうと非常に良い制度です。ここでは区民葬をご紹介しましょう。 
 
●区民葬の始まり 
 
区民葬はまだ葬儀が今のような形態になる前、葬儀がまだ親戚、縁者の手で行われていたころ、料

理を持ち寄り、食器を集め、お返し物には葬式まんじゅうを配っていた。子供達はあまり甘いものを口

にできない時代だった事もありそんなおまんじゅうを楽しみにしていた。祭壇の脇には今のように生花が

たくさんあるわけでもなく、紙で作った蓮華の花が咲いていて、近所の長老が「あたしに任しときなさ

い！」なんて自信を持って喋っていたころ 、そんな時代に出来ました‥。 
区民葬がどうしてできたのか、それは私たちもほとんどが知りません。 
そのころの話を私たちより知っている業界の大先輩である当社が所属している山手葬祭業協同組合

の佐久間前理事長から少しお話を聞いてきました。 
 
（ここからは佐久間前理事長から聞いた話をまとめたものです） 
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●区民葬の始まりから現在まで  
 
「 区民葬は昭和２４年８月都民葬として発足しました。 
戦後の混乱期都民の生活が苦しく葬儀を施行することが困難な人々を対象に生活簡素化の 
一環として都が作り出した制度です。 
生活扶助を受けている人は民生補助により国の費用で葬儀ができたのですが生活扶助を受 
けられない人を救うために都が祭壇を持って施行していたとのことです。 
 
やがてその遅学が行き詰まり我々の先代達が組織していた協同組合と協議し昭和２４年８月 
に都民葬儀として発足しました。 
 
昭和４０年４月に都から区に事務移管となり現在の区民葬になりました。 
そのころの葬儀は親戚、近所の人々が集まりみんなが助け合って故人を送るという生活行事 
でした。従って葬儀社は御棺を持っていき祭壇を飾る、葬儀に必要な小物を販売し、祭壇を 
リースする事が商売の内容でした。 
親戚が少なく近所の人々の手伝いを当てに出来ない現在の葬儀は通夜から葬儀まですべて 
葬儀社がお世話をさせて頂くスタイルが主流になっています。」 
 
なるほど通夜、葬儀に葬儀社がいないと言う事は現在では稀なケースだと思われます。葬祭業はリー

ス業から葬儀運営のプロデュースをするサービス業に変わって来ているのです。 
区民葬も現在の状況に合わせて変わらなければならないのかもしれないのが現状かもしれません‥‥ 
 
さて区民葬とは一体どんなものでしょう？  
 
ちょうどここに区民葬の解説があるので抜粋しましょう。 
 
区民葬儀とは、行政と我々の契約により比較的低料金で簡素な葬儀ができるように設けられた制

度です。亡くなられた方が２３区内にお住まいであったか、葬儀を行う親族の方が、２３区内にお住ま

いなら、どなたでもご利用になれます。 
区民葬という名称を聞いて大半の方が「区からの補助金」が出ているものだと思っているようですが、

区民葬には行政からの補助金は支給されていません。区民葬が低価格なのは、提供されるサービス

が限定されていることと、各組合員が契約された価格でサービスを行っているからです。 
区民葬儀を出来る会社は限られています、何処の会社でも出来るわけではありません。長年にわた

る実績と信頼を元に、行政より信頼されて区民葬を委託されています。区民葬が補助金を受けてい

ないのに低価格なのは、契約であることと、組合員の努力そして一番大きな点は商品的、人的サー

ビスを最低限度に抑えているからです。 
なぜなら区民葬はまだ葬儀が故人を縁とする人たちの手で行われていた時代の葬儀だからです、その

時代の葬儀は葬儀社は物品提供以外の仕事が殆どなかったからです区民葬を行う場合としては家

族だけでの密葬などに向いています。 
 
要するに区民葬は道具貸しで、人的サービスがあまりなくて、物も少ないから安いということですね。 
区民葬のメリット・デメリットを考慮して、区民葬に向いている人いない人を説明させていただきます。 
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●区民葬に向いている人  
・ 死亡したことをあまり知らせなくていい人  
・ 家族だけ等で、きわめて少人数で葬儀を希望する人  
・ あまり世間体にとらわれない人  
・ 経済的に余裕のない人  
・ 簡素な葬儀を希望する人  
  
●区民葬に向いていない人  
・ 社会的地位もあり、多数の会葬が予測できる人   
・ 故人を弔うため、華やかな形を希望する人  
・ 経済的に余裕のある人  
・ 区民葬を前もって調べていない人 

 
となるわけです、いろいろ長く書いていましたが区民葬が安いのにもちゃんと理由があったのです。 
区民葬の価格についてはお問い合わせください。 
 
 
 

 

９ 密葬 

密 葬  

遺族や近親者だけで、葬儀をする事を密葬と言います。密葬という形式がある訳ではなく、対外的に

密（秘密）にする事を密葬といいます。 

従来は、何らかの都合で葬儀が出来ない、準備期間が多大にかかる団体葬や社葬などの前の仮の

葬儀や、ご遺体の保存状況を考慮しての葬儀に先立っての火葬のことを密葬と言いましたが、最近

では密葬だけで葬儀とするケースも増えてきました。最近では個人の価値観や遺志を尊重し、密葬

のみとする場合や、レストランセレモニーや、ホテルでのお別れ会に先だって密葬をするというのも珍しい

事ではありません。 

有名人では、渥美清さんや長谷川町子さんがまず密葬されて、死後数カ月たってから遺族によって

対外的に公表されました。 

密葬にする場合、第一に死亡のことは外に知らせず、火葬まで終わったあと後日あらためて通知を出

します。地方によってはまずお骨にしてから密葬を行う所もあります。 

 

 

■「密葬」についての基礎知識 
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前頁でも述べましたが、「密葬」と言う葬儀形態があるわけではありません。外に対して範囲

を限定して葬儀および火葬をする事を「密葬」といいますどこまでの範囲に声を掛けるのか

は、主催者のご希望に添う事が出来ます。 

「密葬だから、仲の良かった友達を呼べない」などと言う事はありません 

内々に葬儀や火葬をする事を密葬といいます。そしてこの内々と言う表現は。「本人と関係

の深かったもの」と言う意味にあたると思われますまた。密葬と「無宗教葬」は別なものです。

火葬のみであっても、宗教者を呼ぶ事も可能です。戒名などをつけていただく事も可能だと

思われます。 

また、警察や病院など出入りのごく一部の業者には、密葬や火葬のみではなく通常の葬儀

をする事を進めてきたり、団体出入り業者としてやっていくための経費が葬儀料金に反映し

て上積みされて高額になることや「密葬｣は本葬を前提にやるものだと半ば強引に通常葬

儀に話を持ってくるケースがあります。 

密葬や火葬のみを望んでいるお客さまはなるべくなら事前に葬儀社に相談する事をお勧め

します。良い葬儀社で、納得のいく密葬や火葬のみを行える事をお祈りいたしております。 

 

 
第二章 お寺の知識編 

 
１ お布施って何？ 
 
よくよく聞く話に、「お布施って何であんなに高いの？」という問いかけがあります。答えるには現在の日

本の仏教寺院のシステムまで踏み込む必要があります。これから話す仏教シリーズのはじめの一つとし

て、お布施の話をしようと思います。 
 
でも、かなりざっくばらんです‥  
 

その１  
お布施がもし○○料だとしたら、般若心経はいくら、正信偈はいくら、受戒はいくら、引導は

いくらという話になってしまいます。お金のある人にはお経をあげることはできるけど無い人に

は、何もしてやらない、そんな事を肯定するお坊さんなんているわけ無いですよね？ 
 
だからお布施に相場なんて無いんです。 
 
お布施は難しい事ははしょるとして、「人に持っているものを気持ちよく与える事」をそもそも

お布施といいます、だからお金でも食べ物でも笑顔でも言葉でも行いでも、全部本来はお
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布施といいます。このことを否定するお坊さんはいないと思います。 
 
皆さんが生活するうえで、お給料が 100 万の人もいれば 15 万の人もいると思います。そん

な中でたとえばお布施が 40 万といわれたときにその比重はぜんぜん違います。だから本来は

出せる分だけ、また出そうと思う分だけ出せばいいものです。  
 

その 2  

でもね、その自分出せる分が多いのか少ないのか、不安になって「相場はいくらって？」って

皆さん聞きたくなるでしょ？聞きたくなりますよね。お坊さんとは○○回忌までながーい、なが

ーい付き合いになるでしょう。そこでやっぱりお布施が多い少ないであんまり双方嫌な思いを

したくないのがお付き合いの基礎知識みたいなとこあるじゃないですか。 
 
だから、聞いちゃうのが一番わかりやすい方法だと思いますよ。 
 
今は大体、お坊さんが教えてくれますしね。  

 
その 3  

それから、皆さんに気を付けてもらいたいのはよく葬儀の本にある相場表、あれぜんぜんあて

にならないですからね。院居士とか信士とかで金額が違うのは戒名のところで言いますけれ

ど。宗旨宗派で金額に差があるというよりも住職さんの考え方の違いのほうが大きいのです。

だから相場なんて通用しないんです。  
 

その４  
それで、相場が無いお寺もその１で書いた理由であるんです。「お気持ちで」って言ってくれる

人の良さそうなお坊さんはだいたいそうです。そうなると払うほうも困ります、とってもいいお坊

さんなので包むものは包んであげたいけれど、幾ら包んでいいやらさっぱり検討もつかない。

そういうときは一緒に考えましょう。 
 
 
２ 戒名って何？ 
 
※ここでは戒名を法名･法号を含む一般名詞として使用します 
 
はじめに 
 
ここで書いてあることはけっこう乱暴な言い回しです。でも丁寧にわかりにくく書くより乱暴でもわかりやす

いほうがよいと思ったので、気分を害した方大変ごめんさい。 
 

その１ 戒名はいるの？  
どこでも書いてあることですが、戒名（法名）は仏さんに弟子入りした証の名前です。「これ

から一生懸命仏サンのいった戒めを守って頑張ります」という人につける名前です。 
 
だから別に仏教を信仰していない人がつける必要はありません。日本には信教の自由があ

るのでどんな宗教を信仰していようがかまいません。  
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その２  お寺にお墓がある人は  
お寺にお墓を持っていてそこに遺骨を埋葬しようという人は、戒名・法名をつけます。なぜな

らお寺は仏教の教会だからです。仏教を広めていくためにあるものなのに「わたし仏サンの言

った戒めを守りません、頑張りません」という方は仏教にとって、あんまり好ましくない方になっ

てしますので、残念ながらお寺のお墓には入れません。 
 
民営や公営の公園墓地ならどんな方でも大丈夫なのでそちらをお買い求めになるのが賢

明でしょう。  
 
その３ 戒名をつけないで、でも仏式？  
特に信仰している宗教は無いのだけど「とりあえず仏式で葬儀を」とか「とりあえず俗名で葬

儀を」とかはできます。ただ宗教儀礼として葬儀は戒名にしろ洗礼名にしろ○○の命にしろ、

ついていたほうが望ましいというのは宗教的な見地からしたら本筋です。でもいろんな人がい

るので俗名及びとりあえず仏式というのはできますし、そしてとりあえず火葬というのも問題な

いと思います。 
  
その４ 戒名の種類  
戒名につく位号、居士とか大姉とか、信士とか信女とか、院号、院殿号といったものでどうし

て金額が違うのか？疑問ですよね、まず各々の意味から説明します。 
 
 
 
 
 

まず戒名の基本構成 
 

○○××信士 
 

字数が増える場合は 
△△院○○××信士 

 
 
○○のところが道号と言い、言ってみれば、本名以外のあだ名です。 
三国志の諸葛亮孔明の孔明のところに当たります。 
 
××のところが戒名 
どんな人でも二字です 
ここを戒名といいます。 
 
信士というところが位号 
修飾の部分ですね。 
この修飾の部分にはこんな種類があります 
信士、信女 
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とっても信仰に厚かった人という意味のとてもよい位号です 
居士、大姉 
居士というのはとっても仏教に貢献したしたひと、大姉というのはとっても賢くて仏教守った人という意味

のとてもよい位号です 
院号 
お寺（院）を一軒建てるほどに、仏教に貢献した人という意味のとてもよい位号です 
院殿号 
とってもりっぱなお寺（観光名所級）を建てるほど仏教に貢献した人という意味のとてもよい位号ですと

いう意味です、 
 
だから 
お坊さんに居士をつけてください、院をつけてくださいと頼むのは、「とっても仏教に貢献した人」として扱

ってください、「お寺を一軒建てた人」くらいに扱ってくださいというのとおんなじことなんですね。だからお

坊さんのほうも「うーん、じゃあ残された人が亡くなった人の代わりに、たくさん仏教に励んでください。そう

したらそういう風にしましょう」という事でたくさん布施という修行をする。 
いままで特にお寺に対して特別な貢献をしていないで戒名だという事になると、そういうときはそれなりに

ということになります。  
 

その５ じゃあ戒名はお金で買えるの？  
こういう風に話すと、商品売買みたいに金額で仏教が買えるような気がしてしまいますが、そ

うではないのです。現にお金では院をつけられないというお寺もあります。あくまで仏道修行に

貢献した人に対して付けられるもので、生前やっていなかった分を金品でのお布施という修

行を後からする事を認めているか、いないかです。 
だからお寺の前を元気なときによく掃除に来ていたおばあちゃんが亡くなったときには、「お寺

のためにあれだけやってくれたおばあちゃんなんだから」ということでだまって院号をつけてくれた

という話もあります。 
  

その６ それで相場は？  
えーと、相場はそれでないんですよ。わがままいったら、金額は上がる。 
そしてお布施の金額はお寺の考え方と自分の考え方次第というのが結論でしょうか。 
 
公式件見解では「戒名は金銭で売買するものではない」というのが去年、各教団の所属す

るとこの連合会からでていますしね。 
自分で書いていても頭が混乱するくらいなのでこんなもんで皆さんにお分かりいただけるかど

うか少し心配です。一応必要な事は一通り書いたつもりです。未熟な私を許してください。 
 

第三章 実際の葬儀 
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１ 葬儀の流れ 
人それぞれによって違う葬儀ですが一般的な仏式の葬儀流れを、抑えておくと慌てなくて済むでしょう、

またそのときの抑えるべきワンポイントもあわせて明記しました。 

葬儀の流れ 家族のすること  ワンポイント 

    

臨終 
臨終の前に、故人が会いたい皆様に

連絡をしてください 
 

連絡をするのが基本です、この時点で

葬儀社に連絡を入れてかまいません 

▼    

遺体処置 

看護婦さんの処置が終わったら、ご家

族の方で口を少し湿らせる（末期の

水）をします 

 
医師に掛からず自宅でなくなった場合

は、警察に連絡します 

▼    

移動と安置 
病院から自宅、もしくは保管場所に移動し

ます 
 自宅に帰るのが一番いいと思います 

▼      

打ち合わせ 
会葬人数、日程、場所などを葬儀社の人

とよく話し合って予算に合わせて決める。 
 

人数はわかりにくいですが必ず予想を立てて、

そして見積書をもらってください 

▼    

連絡 
 寺院、式場の日程が確定したら。日時、

場所を間違えないように連絡してください。 
 

基本的には出来る限り声をかけて来る来な

いは任せましょう  

▼      

納棺 ご都合、遺体状況に合わせて納棺します  
平服で結構です、一緒にお棺の中に入れて

あげたいものを用意してください 

▼      

通夜 お花の順番を決めてください  
葬儀社で司会進行いたします。心配しなくて

も大丈夫です。 

▼      

葬儀告別式 出棺の時に謝辞を述べます  弔電、挨拶はあまり長くならないように。 

▼      

火葬 
喪主様先頭で参ります、どこかへいかれない

ように気をつけます 
 

必ず見当たらない人が出ますが、二重遭難

するので探しに行かないように。 

▼      

初七日 
繰上げ初七日法要です、これは最初

の法事ですね 
 お疲れのところですがもう少しです。 

▼    

精進落し 食事をしてお疲れさま  
喪主さんは最後に一言お礼を述べて、

誰かに献杯をしてもらいましょう。 
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基本的には葬儀社がずっとついているので、この辺はそんなに問題ないとはおもいますが。知っていると

安心だと思います。 
 
 

２ 通夜と葬儀告別式のタイムスケジュール 

葬儀社の人間は、葬儀や通夜の当日は実は分単位の計算で仕事をしています。式の最中になると

時間の進行に対してはかなりシビアになっているんですよ。なぜなら、よい葬儀社の場合,葬儀の間と

いうものを考えるからです。「場内に、開式の辞を述べて二呼吸半あいて、お寺さんが静かに入ってくる

と。厳粛な感じでなおかつ、間延びしないなあ‥」と僕もいつも考えたりします。 

反応が早くてすぐ静かになるお客さんもいれば、やはり久しぶりに会った親戚同士なかなか席についてく

れない場合もあります。当然思い通りには行くわけもないけれど、皆さんも葬儀をする身なったら何を

何時ぐらいまでにやらなければならないのか知っておいた方が安心ですよね。 例として私たちの地域で

のモデルケ－スを紹介いたします。  

通夜のタイムスケジュール 

条件 

  

民間式場/開式午後六時/閉式七時/宿泊不可/九時完全終了/仏式/会葬約 100 名 
/天候ほどほどの場合 

通夜（遺族のタイムスケジュール） 

遺体の移動 ～3：00 祭壇設営時間前に移動します。 

式場へ到着 ～5：00 最低でも一時間前に到着します。 

生花の確認  
生花の札順や置き場所、名前の間違えがないかなどを確認し

ます。 

手伝いの人に挨拶  時間前にいらっしゃるお手伝いの方に挨拶をします。 

僧侶に挨拶  僧侶の方に挨拶をします。 

式場に入場 ～5：45 15 分前には式場内に着席します。 

開式・僧侶入場 6：00 開式します。 

読経焼香  

読経と焼香があります。タイミングは寺院によって異なります。

葬儀社がご案内します。 

閉式・僧侶退場 ～7：00 閉式します。 

手伝いの人に挨拶  会計の方からお香典を引き継ぎ御礼の挨拶をします。 

僧侶に挨拶  僧侶に今日のお礼を述べます。 

会食  通夜振る舞いの席に顔を出し、一通りお礼を述べます。 

精進落しの人数確

認 
 

翌日の葬儀後の会食に出られる人数を確認します。決定した

人数を料理屋さんに発注します。 

弔電の選択  

自宅に持ち帰っても構いませんので、翌日に読む弔電を選択

します。その際読み方を確認し振り仮名をふります。 
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会食の終了 
8:30～8：

45 
会食を終了します。九時完全撤収なので清掃及び撤収の時

間を取ります。 

帰宅    

 

葬儀のタイムスケジュール 

条件 

  

民間式場/開式午後 11 時/出棺 12 時/３時完全終了/仏式/会葬者 100 人/天候ほどほど

の場合/火葬場まで３０分 

葬儀（遺族のタイムスケジュール） 

 

式場へ到着 ～10：30 最低でも３０分前に到着します。 

手伝いの人に挨拶  時間前にいらっしゃるお手伝いの方に挨拶をします。 

僧侶に挨拶  僧侶の方に挨拶をします。 

式場に入場 ～10：45 15 分前には式場内に着席します 

開式・僧侶入場 11：00 開式します。 

読経焼香 ～11：45 読経と焼香があります。タイミングは寺院によって異なります。葬儀

社がご案内します。 

お別れ  棺の中に花を入れ最後のお別れをします。 

挨拶  会葬者にお礼の挨拶を代表者から述べます。 

弔電披露  弔電を読み上げます、あまり冗長にならないように。 

出棺 12：00   
火葬場へ移動  指定の車両に乗車し移動します。速やかに乗車しましょう 

火葬場到着 12：30 火葬します。火葬中に今一度焼香をします。その後控え室に移動

して収骨まで待ちます。 

待ち  お茶やお茶菓子、御酒など飲んで時間まで休憩します。 

収骨 1：30 個人差があるので時間は一定しませんが大体一時間ぐらいで収

骨です。 

式場へ移動  指定の車両に乗車し移動します。速やかに乗車しましょう。  

繰上げ初七日 2：00 繰上げ初七日法要を行います 

初七日終了 
2：15-2：

30 
会食を終了します。三時完全撤収なので清掃及び撤収の時間を

取ります。 

お礼の挨拶  喪主が親族に対しお礼の挨拶を述べます。 

献杯  献杯の声を掛けます。 

会食  皆さんで故人のことを語らいながら・・・  

帰宅  お骨・お位牌・お写真をお忘れなく（何度かありましたから・・・）  



 20

実際はこのように完璧にタイムスケジュール通り進行などできません。葬儀社の人間が次に何をしたら

いいか指示をしますので心配は要りません。しかし割と多いのが忘れ物のトラブルや靴などの履き間違

えです。自分のものは自分で管理するのが原則になります。  

また喪主が自分の友達などと喋っていて時間に動かない場合も会葬者や親族にあまりいい印象を与

えません。「その日ばかりは、自分は葬儀の代表者」であることを忘れないようにしたほうが賢明です。 

 
３ 危篤を告げられたら  
   

連絡役を決める  
 家族の中でも一人一人性格が違うものです。悲しみの深さは測ることはできませんが、誰か

が連絡役をしなければいけません。配偶者や子供さんはできるだけそばにいさせてあげてくだ

さい。身内の近しいものが連絡をとります。  
また複数の人が連絡を取る場合どこに連絡をしたか、またどんな連絡事項があるか混乱し

がちです。しっかりメモを持って電話しましょう。 
  

 だれに電話するのか？  
連絡をとるのは、三親等（おじ、おば、おい、めい）までと言われますが、あくまで目安ですの

で気にしなくて構いません。また、親子、兄弟と仲たがいしてもその人たちには知らせてくださ

い。死は村八分の残り２分のほうですから。またそのほかにも本人に最期に会わせておきた

いと思う人がいたら、連絡を忘れないように。  
  

 電話で伝える  
電話をするのは真夜中でも構いません。一刻を争う連絡なのです。ただ一応の礼儀として

「このような時間に申し訳ありません」と添えたほうがよいと思います。  
   

電話するときのポイント  
  ①続き柄と名前を名乗る  
  ②だれが危篤になったのか  
  ③病院名、病室番号  
  ④場所と交通手段と連絡先（電話番号 など） 

  
 連絡を頼む  

  連絡を取りたい本人がいない場合、その人を知っている第三者にことづけを頼む場合があり

ます。そのときには折り返し確認の電話をいただけるようにお願いしてください。近しい人に連

絡が行かないということがないようにしたいです。  
 
自宅で危篤の連絡を受けた場合  
病院から様態の連絡の変化があったと連絡を受けた場合、一分でも早くそこへ行かねばな

りません。しかし危篤の連絡をしたりしなければならないのもまた現実なのです。アドレス帳を

一応持って行きましょう。病院内では携帯電話は使えないので、テレホンカードも一応あっ

たほうが良いでしょう。 
 いかがでしたでしょうか。実際こんなに考えてやる人たちはいないと思います。ただ昔から「親の死に目
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に会えない」と言う通り最期は近しいもので看取ってやるという基本原則を守るためみんな連絡などを

するのです。こういうことは本当にケースバイケース。最善の方法を自分たちで考えるのがベストの方法

だと思います。 
 
４ 棺に納める 

 
棺に納める   
遺体の腐敗の進行速度や、自宅安置の場合棺が搬入できるかどうかなどの諸事情を踏

まえて納棺の日程は決定します。  
自宅において納棺できない場合、そのまま葬儀場に搬送しそこで納棺することも考えられま

す。 
  
浄土真宗以外の宗派では死装束を着せます。白い経帷子を着せ、手足に手甲脚絆を、

足には白足袋、わらじを履かせ、二度と帰らぬ旅ということでかた結びで縛ります。三途の川

の六紋銭を入れた頭陀袋を頭からかけ、手には数珠を持たせます。現在ではドライアイスに

て遺体処置をするため着せ替えをするのが困難なのでただ上から掛けるだけが多くなってい

ます。   
 
死装束  
納棺は最後の儀式なので出来るだけ家族の手で行います。身体を優しく持ち上げ、静か

に棺に納めます。体を棺に納めたら故人の愛用品などを入れてあげます。分厚い本、ライタ

ー、金属製品、カーボン製品、ガラス製品、薬品、化粧品など燃えにくい物、爆発の危険

性があるものは入れられません。こっそりいれて後で火葬炉の修繕費用を請求されたケース

もあるので葬儀社に相談してから入れてください。また体内にペースメーカーを入れている場

合も申告してください。  
どうしても燃えないものが入れてあげたいというのなら、お骨になった後、骨壷の中に入れて

あげるのがよいでしょう。 
 
＊ミニ知識 皆さんがよく棺の中に入れてあげるもの 
＜参考＞ 手紙、洋服、タバコ、お菓子、好きだった食べ物、手帳、原稿用紙、孫の書い

た絵、好きな本など 
 
５ 収骨 

 
収骨 
火葬の終わった後、骨を拾うことを収骨といいます。よく食事のとき「死んだんじゃないんだか

ら、箸と箸で物をつかんではいけません！」と怒られたりするものですが、あれです。  
まずは、控え室で待っていると「○○家さまご収骨でございます」と放送が入るか案内の方

が来ます。 
  
このとき気をつけねばならないのが、案内のときにトイレ行っていたり、また他のことでも構いま

せんがその場にいなくて、はぐれてしまうと言うことです。大人だからそんな事があまりないよう

ですが経験上、二軒に一軒は誰かがいなくて家族の方を困らせます。トイレなどは休憩が

始まったらあらかじめいっておきましょう。 
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そして、写真と位牌を持って遺体を収めた火葬炉まで移動します。 
 
皆さんがそろったのを葬儀社が確認して、火葬炉から遺骨が取り出されます。東京の大部

分では火葬炉から出た状態から直接収骨することはありません。銀色の専用のとり皿に移

され、専用の台の上で収骨されます。 
 
このとき二人ずつ大きい骨から箸で掴み骨壷の中に収めます。この時点で残っているのは親族ばかり

なので、喪主さんが終われば特に誰がどういう順番でやっても構わないと思います。先にやる人の方が

偉いというのなら僕もそれに従ったほうが良いと思いますがそういう訳ではないので、近くに立っている人

から収骨します。人数が奇数で一人余ってしまったら、火夫さんが最後の人と一緒にお箸を使いま

す。 
 
よく「なぜ二人で掴むのでしょう？」と聞かれます。諸説ありますが、僕は最後のときぐらいは少しづつ協

力し合い、力を合わせて故人を送ってあげる気持ちの表れだと思います。 
 
さてお焼香もそうですが、葬儀の事柄を後からやるのが美徳のように思っている人がいますが。それは

進行責任を負う我々から見ると、行き過ぎれば「式の妨害」と変わりません。それに自分は後でいいと

いうことは、逆にいえば自分の故人を弔う気持ちに対しても遠慮していることになります。 
 
親族皆さんが収骨が終わると、火夫さん（火葬場の従業員）が終わったかどうか確認をし、残った骨を

壷の中に収めます。 
 
ここを超えると、出てきた骨を説明してくれます。「これがのど仏、下あご、耳の穴があいているでしょうこ

こが‥」と丁寧に説明してくれます。あまり聞くことありませんし、自分の肉親の骨格を見るのはこれが

最後です、じっくりと聞きましょう。 
 
骨壷に収め終わると、箱に入れ白い風呂敷に包んでくれます。このとき埋葬許可証も入れています。

喪主さんに説明がありますのでよく聞いて置いてください。 
お骨を抱え、初七日の会場に移動します。お骨はまだ温かく、ずっしりと重いので気をつけて運びます。 
 
 
 
 
 
 

いかがでしたでしょうか。実際葬儀の時のための知識はこういう感じです。はじめに書いて大見得をき

りましたが、普通の事しか書いてありません。葬儀の前にやっておくことや、わかりにくいお寺に関する話、

実際の葬儀の手順葬儀に興味のない人にとっては面白くもなんともありません。ですがきちんとその人

を送るために大事なことは基本的なことをまず抑えるという事ではないかと思います。基本的なことをち

ゃんと抑えれば、少なくとも安心した葬儀は近づいてくると思います。このほかにもＨＰでは実際の葬儀

の見積りや、うちが他社よりもお客さんために思っている小さな積み重ね、悲しい気持ちを見据えるた

めに心の修理工場などたくさんの内容があります。評価されたのはこのような知識ではなくそういう姿勢

なのかもしれません。 



 23

 
お香典の相場 

お香典のいくら包むか？これは非常にわかりにくい問題です。なぜならお香典というのが本来、気持ち

で出されるべきであり。金額の多寡を問題にするべきものとは違うのが筋だからです。 しかしその一方

で全く関係ない人の葬儀に参列することはありません。何らかの関係者であり、参列する場合、関係

はこれからも続くという前提に立っております。その時にできれば人並みにはお付き合いをこなしたいと

思うのは、日本人の常識としては当然だと思います。 

さてその場合いくらぐらいお香典を出せばよいのか、考えていきたいと思います。 

お香典の最多回答額と平均額 

東西別 
贈り先 全体平均 最多 

関東 関西 

全体平均 9,770 ５,000 9,400 10,120 

勤務先の上司 7,330 ５,000 8,030 6,430 

勤務先の同僚 6,150 10,000 6,730 5,310 

勤務先の部下 8,270 10,000 6,400 9,840 

勤務先社員の家族 6,140 5,000 5,730 6,650 

取引先関係 10,360 10,000 12,450 8,650 

祖父母 21,150 10,000 14,930 27,600 

両親 71,500 10,000 14,930 27,600 

兄弟・姉妹 57,680 50,000 50,410 65,240 

おじ・おば 17,000 10,000 15,860 18,500 

その他の親戚 17,850 10,000 15,070 20,150 

友人・知人 7,400 5,000 9,440 5,950 

隣・近所 6,240 5,000 5,300 6,800 

資料:三和銀行」金銭からみたおつき合い調査」平成9年より 
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さて通常の場合これで終わりですが、この内容を少し考えてみましょう。  

「上の表からわかることは実験リポート風に言えば、関係の強い弱いが葬儀の金額の多い少ないに対

応している、そして東西で言えば西のほうが若干だが高いことがわかる、この表では西と東の区分が何

でされているのかよくわからないので東西の差異についてはここで論じることはできない。つまり少なくとも

関係の深い浅いが香典の額に影響している」 

さてつまらないことをグダグダと書きましたが、いいまとめがあります。 

この前うちに仏具を買いに来たお客さんが、もう一人の香典袋を買いに来たお客さんに聞かれた「葬

儀屋さん、一体いくらぐらい包むもんですかね‥」という質問に我々が答えるよりも早く「そりゃあんた、

今時みんな五千円ぐらい包むものだよ。一通りの付き合いならそれでいいが、そうでなければ一万は包

まんと‥、世間づきあい程度なら五千円、そうでなければ一万円はつつむもんさ、なあ葬儀屋さん」と

見事に答えていました。でも僕は気が小さいので、香典の額のことで怒られるの避けたかったから、「そう

いう考え方もございます。各人のお気持ち次第で」と教科書どおりの答えをしていました。 

お線香を買いに来たおじいさんのほうがシンプルで、なおかつかっこいい答えだったなあと今でも思いま

す。 

最後に、お香典は確かに強制でもなければ、料金でもありません。だから参列すると

きに持っていかねばならないものでもありません。故人を送りたい、その気持ちが一番

かっこいい気持ちだと思います。ただお香典を包む指針はおおむねお線香を買いに来た

おじいさんの言葉が一番理にかなっていると思います。 
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遺影の正しい選び方 

 
何はともあれ遺影選び、芸能人とか大きな社葬なんか、かっこよく見えるもの・・・  
 お金をかけているから確かに祭壇は大きいし花も沢山あって綺麗だと思います。しかし実は祭壇より

も花よりも何よりも違うものが写真なんですね。そういうお葬式の写真は普通の家にあるスナップ写真

じゃないわけで、芸能人なら仕事用にとったもの。 
それも、プロの中でも結構名の売れた写真家が撮っている。よりかっこよく、より綺麗に見える写真なわ

けです。大きな会社の社長さんも社史編纂や何とか記念のときに会社の顔になるパンフレットに載せ

るための写真があるわけです。  
普通の家でそういう写真（写真館で撮った写真）があるならば、はっきり言ってお葬式に対する印象は、

１７パーセントは良くなるでしょう。 
でもなかなかいい写真にめぐり合えることは少ないのです、ここでは 
ワンランク上の写真の選び方をご説明いたします。 
 

通常の写真の選び方 
 
○本人のほかに、写っていてもかまわない（背景を消せるから） 
○お顔のなるべく大きく写ったもの 
○服装は着せ替えられるから構わない？ 
○身体はなるべく正面を向いている？ 
○絹目の写真よりもつるつるの光沢のある写真 
 
この位が、まあ普通の葬儀屋さんでも言ってくれるところ。ところが 

「写真にこだわる佐藤葬祭」はここがちょっと違う！ 

 
○明るいところ（屋外など）で撮った写真、自然の光のほうが色が美しくなおかつピントが合っている可

能性が高い。 
○身体の向きは、気にしない。その人らしい雰囲気があるのなら 
○服装はなるべく気にしない、かしこまった感じより普段の故人のほうが良かったりする。着せ替えてし

まえば肩のラインなどは本人と異なるものになる 
○もしも背景に、自然物（花、木、空）と美しい景色があるならば、修正（拡大、削除、コピー）をした

上で取り込んでみる。季節感のある美しい写真が出来上がる 
○面積にして、何百倍から何千倍に拡大することを覚えておこう。大きくしたらどんな写真かを考える 
○写真の知識のある人に相談する、もしも手近にいなければ。何点か選んだ後に葬儀社と写真やさ

んに決めてもらうぐらいの気持ちでいい 
 
写真の出来、不出来が葬儀の印象を変えることを心に留めて、いい遺影写真を作成しましょう。 
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葬儀の服装１ 

和装  
正式な喪服というのは和服なら、男性が紋付はかま、女性は黒の留袖なんですが、最

近はあんまり男性で紋付はかまでいる人少ないです。かっこいいですけどね紋付‥ 
男性  
着物・羽織（黒羽二重、または染め抜き五つ紋）、帯（角帯）、襦袢（白または灰色で無地の羽二

重）、羽織の紐（黒または灰色または白の平組み）、袴（仙台平または博多平）、草履（畳表で黒か

白の鼻緒）、足袋（白か黒） 
女性  
黒無地の染め抜き五つ紋、帯（紋織黒繻子地の丸帯・帯揚げ黒）、襦袢（白）、草履（黒いものまた

は畳表で黒鼻緒）、小物（黒） 

洋装  
洋装だと正式な服装は男性はモーニング、女性はなんでしょう、黒いイブニングドレスになるんでしょう

か？でもあんまりみませんね、イブニングドレス・・・ 
 
男性  
黒のモーニング、ベスト（上着と共地）、ネクタイ（黒・タイピンは不可）、 
ワイシャツ（白・折り襟か立ち襟）、靴（黒）、靴下（黒）、ズボン（黒とグレーの細縞） 
女性  
黒のシルクかウールのワンピース、靴（黒）、靴下（黒） 

略礼服  
実際皆さんこれが多いですね、男性は黒のダブルのスーツ、女性は特に決まっておりません。黒いワン

ピースぐらいでまとめるのが良いのではないでしょうか。 
「女性の方は親戚の方に家族は和服を着ろと言われるかもしれませんが、その言ってる方はそういうも

のだと信じているので和服を着てあげてください。つまらないことで喧嘩するのもなんですしね。ただ最近

は若い方を中心に家族でも黒の洋装で過ごされることが多くはなってきております。 
 

子供について （学生 子供） 

こどもは特に決まってません、常識の範囲でよいかとおもいます。 
   

アクセサリー 
結婚指輪とパール首飾りぐらいはのものはかまいません。お化粧もあまり濃くしない方が賢明です。 

その他注意点 
喪服は葬儀中だけで構いません。葬儀の前の弔問、納棺、その他とにかく葬儀の前は平服で大丈夫

かと思われます 
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葬儀の服装２ 

葬儀の服装ついての質問がこのところ（02 年四月～五月）多いです、今でも上手く答えられないので

すが今できる限りの精一杯で説明してみようかと思います 

そうするとお葬式の風習について触れなければいけないのですが今あるお葬式の風習、服装は喪服 
だとか枕団子だとか守り刀だとかエトセトラですね 
  
お葬式の風習というものが、こういうもんだろうなあときまったのが昭和の５０年代にはいってからです。 
それまではわりと地域の差もあり、個人の差もありおおらかにお葬式って進んでいたみたいなんですよね 
 
それが、４０年代後半から生活が少し豊かになっていわゆるマナー本というものが巷に出るようになりま

した。そういうマナーを書く人は、いわゆるマナー先生達で様式美とか、伝統といったものを本を書く上で 
わかりやすくはしょって書いたようです。こうするのが正式だって言うのはその先生達一人一人の考え 
方によるものであろうとという推論に達するしかなかったのですね。  
まあ先生と言っても学者さんじゃないしまた法律があるわけでもないし何が正しいって断言しにくいで 
すよね。でもマナー本といわれる中では断言したほうが受けがいいし売れ行きも上がるので言い切り 
が多くなるんですが・・・ 
 
しかし、お葬式には決まり事があってそれさえ守れば「さあ貴方も安心」といった物ではないんですね 
精神的なセレモニーなので一人一人の考え方で、ひとつひとつの結果が変わってきます。 
それなりの理由があれば、それは正しいという事になってしまうのです 
  
たとえば亡くなったおばあちゃんが大事にしていた黄色いバックを孫が葬儀場に持ってきたことを 
誰も否定する事は出来ないと思うのです。 
「おばあちゃん、これ大事に使ってるよ」とかお孫さんが言うならば・・・・・ 
  
だから一人一人が自分の気が済むような格好をしていればそれでよいのだと思います 
人の目が、人並みに気になる人はそれも含めて。とまあ、そんなとこでしょうか。 
  
ただそういう服装とか気にするような人がいるのなら無用なトラブルを避けるために、その人に相談 
して見るというのもいいかもしれません 
  
お葬式の基本は無用なトラブルは出来るだけ避ける。リスクは少なければ少ないだけよいというところ 
です。そういう複合的な状況の中、一人一人が判断でして決めていかないと何が正しくて正しくない 
のかわからないのでやっぱりその人自身の判断で決めるしかないような気がします。 
 
ただ不安なときはおっしゃってください答えは出ないかもしれませんが一緒に考える事はできると思いま

す 。 
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当社心得！ 
佐藤葬祭の本当に小さな積み重ね    

 
お葬式をもっと良くしていきたいと思っている、当社がいったい他の葬儀屋さんとどういう風に違うのか 
こういうことを通じて本当に故人を大事にしている所をわかってもらいたいなと思っています。 
仕事の度に少しづつ少しづつ良くなるようにやってきた積み重ねをお客様に少しづつご紹介いたします 
 

希望がある限りなにが何でも自宅にご遺体を運びます 

上の通りです、五階だろうと狭かろうとご遺体は運び込みます。そのために私、人より少し力持ちです。 

こういういい所があります 
人が通れるなら遺体だって運びこめます。布団一枚引けるのであれば自宅での安置は可能です。 
自分の手間隙を惜しむような仕事は仕事とは呼べませんどんなに大変でもご自宅に返してあげた 
という結果は故人のためにちゃんとしてあげたというよい思い出になります。 

元になったお客様の声 
病院に下げにいったとき 
「なるべくなら自宅に帰らしてあげたい。でも五階だから」といって少しうつむいた喪主さんがいらっしゃった。

二つ返事で「大丈夫です私が持ち上げますから！」というお話。 
 

お棺が祭壇の一番前にくるようになりました 
お棺の位置は、通常祭壇の一番後ろか真ん中、送る人にとっては少しはなれた位置にあったと思われ

ます。顔が見たいときに見る事が出来ません。祭壇のために葬儀をしているみたいでと言う方もいたか

もしれません。なのでこの度佐藤葬祭では、全ての祭壇で故人はやっぱり主役なのだからと言う事で、

一番前に持ってきました。送る人と送られる人がもっと心理的にも近い距離で通夜・葬儀を過ごして

頂きたいと思います。 

こういういい所があります 
式の前や式の後、ご希望があればゆっくり故人さまとお別れをしていただく事ができます。 
新しく作った前棺ようのお棺用白木ステージはなかなかかっこいいです。やさしさとかっこよさが演出でき

たと思います 

元になったお客様の声 
「いつでも顔が見れたら、いいのにね・・・・」といわれた事が始まりです 
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最後に、葬儀を出す皆さんは５つの権利を持っています 

 

１．葬儀社と内容を選ぶ権利があります 
そのためにどこでもどの業種でも事前相談をやっています。 
比べてみて初めて内容がわかります。 

２．お客様には知る権利があります  
お葬式に対する知識は、絶対的に我々葬祭業者のほうが量を持っています。またそうでなくてはいけま

せん。ですが知識量の差を元に自分に有利に話を持っていこうとする葬儀社は葬儀屋として失格です。

お客様が納得ができるような事例をもとにお話をできなければいけません。  
３．お客様にはよいお葬式をする権利があります  
お金の大小いかんにかかわらず、暖かく故人を見送るために最善を尽くす事が我々葬祭業者の義務

であり、お客様の権利です。  
４．金額の差は納得がいくものでなくてはいけません  
その商品またはサービスが、金額の違いだけ満足の違いを感じられなければいけません。その違いを感

じていただくための最善の努力を我々は尽くさねばなりません。商品の説明、サ-ビスの説明は懇切丁

寧にお客様が納得できるところまでお話しなくてはなりません。  
５．リスクを回避する権利が無くてはいけません  
葬儀についての知識は、葬祭業者のほうが明らかに現段階では持っています。そのため一つの事柄を

決定するに当たり考えられるリスクを明らかに知る権利があり、我々には知らせる義務があります。それ

は店側の商業的な利益よりも確実に優先されなければなりません。  
 
この５つの権利は当然葬儀をあげる人が持つべき大事な権利です、この権利を守れるような葬儀社

を皆さん選んでください。 
 
なぜなら、皆さんは大事な家族のお葬式を良い思い出にしていかないといけないからです。ひとりでも

多くの人が良い葬儀にめぐり合えますようにお祈りしています 
 

佐藤信顕 
 
 
 

とと･･･・、忘れる所でしたスイマセン。最後に少しだけ営業させてください。 
いやな人は無視してもらって結構です。今回この小冊子で当社の火葬のみのプランや、区民葬の見

積りや、あとは葬儀にお金がどのくらいかかるの？っていう実際の事は書いていません。そういうことが気

にったかたはお客様は事前相談をお勧めします。葬儀は金額だけではなく、気持ちを汲み散る作業が

どうしても必要になります、細かな条件、気持ち、希望、予算それらを総合的に判断しないと見積書

は「金額を書いた紙」でしかありません。お電話でも、訪問でも、来店でも何らかの接触の上でお話を

させていただいて計画書を出させて頂いています。 
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人一人亡くすってことは本当に大変なことです。それは私も重々わかっています。 
事前相談に行き着くまでにはその人の「死」というものを受け入れ、そして、葬儀社に連絡する事がど

れだけ大変なことかはわかっています。受け入れ切れなくて事前相談まで踏み切れなくてもかまいませ

ん。それはそれで人情だと思うからです。事前相談がなくても、それはいつものことでどうにか出来ますか

ら心配はしないください。 
 

私達 佐藤葬祭では最後を見送る「家族」の人たちが、安心出来るように 
お葬式をする上での以下のお約束をさせて頂いております 

 
１． 決して押し付けたりしません！お客様の考えとサイフを尊重した葬儀をいたします 
２． プロとしてお客様に適切なアドバイス･情報提供をいたします 
３． お客様の良い葬儀をする権利は何よりも尊重いたします 
４． 形よりもこころを尊重いたします 
５． お見積もりは、お客様の支払う全額でお話をさせていただきます 
６． 手順やスケジュールなど一般の人のわかる言葉でわかりやすく説明します 

 
 

この冊子で最後まで私の拙い文章にお付き合い頂いた方へ 
ほんとうにありがとうございます。 

 
 
 
 

 
事前相談･生前のお見積りを希望の方 

葬儀のご依頼の方 
仏事（法要･お盆など･お仏壇･ご供養全般）の質問は 

 
 
 

 
〒155-0031 東京都世田谷区北沢 5-34-14   

ｍａｉｌ sato1976@m16.alpha-net.ne.jp 
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/sato1976/ 

Ｔｅｌ   03-3468-0949 
Ｆａｘ  03-3468-0958 
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