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  今時の葬儀事情 
 

と、成年後見人の事例 

核家族化が進んで、増える高齢者世帯と 
 
独居老人の孤独死問題など、現在の不安 
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葬儀について 

昨今の宗教状況 



葬儀の目的とは、大別して３つの意義があります。 

1. 社会的な告知（知人などの、周囲に死亡したことを知らせ 

    家長の場合には、代替わりの告知を行う） 
 

2.故人に対する、感謝儀礼・残された者の精神的けじめ 

 （葬儀は、遺族が次の段階に進む儀式） 
 

3. 宗教的儀礼、所属する宗旨（仏教・神道・基督・等）の礼法に 

    のっとり故人を、次の世界に送り出す葬送の儀式 

※葬儀は、太古（石器時代の化石化した人骨に、手向けられた花粉などの痕跡があり、丁寧に 

  埋葬を執り行った様子が解るそうです）より連綿と続く儀式なのです。 
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では、宗教って何なんだろう？ 

 身近なようで知らないたくさんの疑問があると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 また、今の人々はこういった宗教との向き合い方が変わりつつ、あるように見受けられます。 

  ★機会があれば、私が見聞きした事例をお話します。 

お経って何を
言っているの？ 

奇跡は 
あるの？ 

信
仰
し
た
ら
ど
う
な
る
の
？ 

 

ご
利
益
が
あ
る
の
？ 

なぜ仏教・神道・基督教は何千
年と続いているのだろうか？ 

お釈迦様って何？ 
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昨今の宗教状況と、遺骨の扱いについて 

 最近は下記の理由から寺院の檀家離れも進み、墓じまいという言葉も一般的になりました。 

 

 

 

 

 ここ数年の間に、樹木葬・海洋葬などの、いわゆる散骨を希望する方が増えています。 

 

お寺との
関係 

経済状況 
跡継ぎ 
問題 

考え方の
多様性 
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・散骨の利点と弊害 
  跡を継ぐ者にとって、金銭的・労力などの負担が無いように、と散骨を希望をする人も多くなりました。 
  しかし、亡くなった後にも墓前に訪れ、父母に相談をした事はありませんか？ 人間は弱い生き物です。 
  弔に関する判断は、一時の事ではなく、子供・孫・ひ孫・玄孫・・・・と代々に、永劫に続く事になるのです。 
 



データで視る高齢者の現状 

平均寿命と健康寿命 

絵 

平均寿命は(男性)80.98 (女性)87.14 
 

健康寿命は(男性)72.14 (女性)74.79 
 

2010～2016調べ 



 主な死因別死亡率の推移 
  (65歳以上 人口10万人に対し) 
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一人暮らしの、高齢者の割合 

 一人暮らしの高齢者が2017年では約600万人  ※ 2020年（予想）では750万人と云うデーターです。 

 

 

 

 

 

 

 

 65歳以上の高齢者が、人口１億2617万人に対し、約28.4%の3,589万人となった。 
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おくり方の変化 

送り方（葬儀）も、時代の、うねり、で変化しています。 



おくり方の変化【葬儀の種類】 

近所や職場の人を含め
皆で、執り行う儀式 

家族・親族のみで    
執り行う儀式 

通夜を行わずに   
告別式だけの葬儀 

火葬場での、お別れのみ 
炉前で読経する事もある 
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おくり方の変化・家族葬とは 

家族葬の割合は2015年には31.3％でしたが、2017年に37.9％、2020年には40.9％。 

親族だけでなく近所の人や会社関係な
ど、大勢で故人をおくる一般葬は減少
傾向。 

※20年2月のデータでは 

コロナ渦の影響もあってか、家族葬・直葬 
を選ばれる方も、増えています 

おくり方の変化は、人との関わりが減少し 

相互扶助の精神が薄れた結果と考える 
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おくり方の変化・直葬/火葬式とは 

火葬場の炉前の告別室でのお別れ 

 

直葬は参列者も少なく、食事 

  返礼品等もない場合が多い 

 

 ご住職に火葬場の告別室で 

  読経を頂く事もあります 

 

直葬（葬の字は使うが葬儀ではありません）を選ばれる理由のひとつとして、もちろん費用の心配もありま 

すが、身寄りの無い方、また親族が遠方で集まることが出来ない場合などがあります。 
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おくり方の変化 【新型コロナ時代】 

 リモート葬儀 

 テレビ電話や、ライブ配信を利用して 

 遠方の親戚や移動が困難な高齢者にも 

 葬儀に参列していただける利点があります。 

 リモート法要 

 同じよう数人の代表者だけで寺に伺って 

 法要を行う。 

 東京のお寺では、すでに自分たちでオンライン 

 法要に取り組んで、行っている所もあります。 
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身寄りの無い方が亡くなられた場合 

★葬儀の方法・葬儀費用・成年後見人制度について 



もしもの時に、身寄りが無い方の葬儀はどうなるのか 

市町村が親族と連絡が取れた場合には、通常の葬儀への流れになります。 

身寄りのない方が、お亡くなりの場合には法令に基づき市区町村で火葬・埋葬を行う。 

 

 

 

施設にお住まいの場合・成年後見人がいる場合 

 

 

 

 

市区町村において
遺体を引き取り 

最低限の葬儀 
※火葬が多い 

施設代表者・
成年後見人が 
届出人(喪主) 

永代供養をしていただける
寺院や無縁塚に埋葬 

施設代表者・成年後見人が
葬儀（火葬）を行う 

施設代表者 
成年後見人 

が葬儀社に連絡 

身寄りの無い方が亡くなった時 1/4 



 

 

 

     

    上記の場合、申請者（喪主）は葬祭扶助制度を利用することが出来ます。 

 

    注意点 ・火葬を執り行う前に申請者の住民票のある市区町村の福祉事務所で扶助の申請  

          ・支給範囲内で必要最低限の葬儀（＝火葬）を行うこと。 

           ・費用は申請者にではなく、葬儀会社に対し支給される。 

               ・ケースワーカーの支給要件の確認により、支給不可の場合もあります。 

 

身寄りの無い方が亡くなった時 2/4 

身寄りがない方の葬儀【生活保護受給者・親族以外】 

• 故人が生活保護受給者など、生活困窮状態で預貯金がない 
• 遺族・親族が生活保護受給者など、生活困窮状態である 
• 喪主が知人・施設の代表などの、遺族ではない他人 



身寄りがない方の葬儀【成年後見人】 

 成年後見人は、死後事務として遺体の引取り及び火葬を行うことが出来ます。 

  ※葬儀を執り行う権限はないので最低限の火葬のみ。 

 納骨堂などへの納骨に関して 

  →家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で判断することになります 

 

 

 

身寄りの無い方が亡くなった時 3/4 

※遺族以外が相続人のいない人の葬儀費用を支払った場合 
 
遺族以外の人が相続人のいない人の葬儀費用等を支払った場合には 
故人の相続財産管理人(家庭裁判所へ選任の申立てが必要)へ葬儀費用等の 
請求をすることで、相続財産より支払いを受けることができます 

※詳しくは、法律の専門家に伺って下さい。 



自分が最期を迎えるにあたり、生前の希望などがある場合 

 生前の葬儀・お墓についての希望 

  →生前（成年後見前）に葬儀社と葬儀を行う 

    契約を結んでおり葬儀費用も支払い済みに 

       なっている場合には葬儀を行うことが出来ます 

   

  →お墓に関しても同様に永代供養などの 

   事前予約をされている場合は 

   相談の上ご対応させていただきます 

※ エンディングノートが必要な方は、当社に多少数あります。 

  →それぞれ事前相談も受け付けております 

・エンディングノート 
 を活用しましょう 

身寄りの無い方が亡くなった時 4/4 



最後にお伝えしたいこと＆質疑応答 

今回の新型コロナ騒動で、社会は一人々が関わって成り立っている事、そして 
 
わが身を危険にさらしても、と云う方が大勢いた事、改めて感動いたしました。 
 

人の情けが、失われる事がないよう、切に望みます。 
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 ご静聴、ありがとうございました 
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