
平成29年10月

（2017年）

第116号

消費生活

相談窓口

のご案内

みんなの消費生活展
（昨年度の様子）

消費生活総合センター ☎ 042-776-2511

中央区相模原1-1-3シティ・プラザさがみはら内（JR相模原駅 セレオ相模原４階）

相談日時：毎日（年末年始を除く）午前9時～午後4時

特集１ ２,３頁 終活について、考えてみよう！

お葬式とお墓のトラブル特集２ ４,５頁

消費者行政コーナー ６頁 「民事訴訟管理センター」からのはがきは無視！

連載シリーズ ７頁 大人も一緒に！考えよう子どもの消費者教育（第２回 契約トラブルって何？）

お知らせ ８頁 第49回みんなの消費生活展

※第２・第４金曜日は午後６時まで

※土・日・祝日は正午～午後1時はつながりません
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かつてのお葬式といえば、華美な装飾の祭壇や100名を超える弔問客で故人を弔うのが一般的でした。し

かし、ここ最近では家族葬や直葬といった「小さい葬儀」が主流になりつつあります。その背景として、大

きく３つの理由があげられます。

①長引く不況などからお葬式にお金をかけられないという『金銭的事情』

②少子化、核家族化による『親族や地域社会の関係の希薄化』

③先祖代々の墓がある田舎を離れ都市部にあらたな生活の場を設けたことで宗教儀礼とは無縁の生活を送

ることによる『信仰心の薄れ』

などです。５・６年前に比べ、都心部では家族葬が５割、直葬も２割くらい増えてきています。

家族葬とは、葬儀の流れ自体は、一般的なお葬式となんら変わりありません。控えめですが祭壇は飾りま

すし、通夜、葬儀（告別式）も行います。ただ、義理や見栄を排し家族や親族を中心として見送る葬儀のこ

とをいいます。

一方、直葬は通夜や葬儀を省き、納棺と出棺だけをして荼毘に付すという火葬だけの葬儀を指します。し

かし、直葬では、宗教儀礼の簡略化によってお寺や親族から喪主に苦情が入るなどの感情トラブルが多発し

ています。それを回避するためには、あらかじめ、お寺や親族へ事情を説明しておくなど根回しをしておく

とよいでしょう。

葬儀費用の全国平均は195万7千円です。（2017年1月(財)日本消費者協会

「第11回葬儀についてのアンケート調査」より）この金額に驚く方もたくさんい

ますが、あなたの場合も必ずしも同じだけかかるとは限りませんので、安心してく

ださい。どんな商品にも値段に格差があるように、お葬式に安いものもあるので

す。問題は、お葬式の場合、喪主側（消費者）側が、人生で初というほど特殊な状

況に置かれており、サービスを比較するほどの時間も心の余裕もありません。その

ため、よくよく内容を確かめず、業者がすすめてくるままに決めてしまうため、

「こんなはずじゃなかった」と後悔することが多いのです。

一般社団法人日本エンディングサポート協会

理事長 佐々木悦子（エンディングコンサルタント）

葬 式
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ここでは、「終活について考える」ことをテーマに、葬式とお墓に関する注意点についてお話します。

お葬式のかたち

葬儀費用
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お葬式の費用は、

①お葬式のかたち（スタイル：一般葬、家族葬、直葬）をどうするか

②宗教者を呼ぶか、呼ばないか

③商品のグレードや嗜好

など、お金のかけ方をどうするかによってずいぶん差がでてきます。お葬式で一番大事なことは、終わっ

てから「納得」できるものだったかどうかなのです。

お葬式の費用を抑えたいと思ったら、お葬式の規模を小さくすると良いでしょう。特に人数は、重要で

す。弔問客の数が増えれば、飲食や返礼品の数だけでなく、広い式場が必要となります。そして、それに見

合う祭壇を設置しないとつりあいがとれなくなるからです。ただし、弔問客が少なすぎると香典の総額も小

さくなります。そのため、遺族の負担額が大きくなることもあります。実は、返礼品や、一部の会葬者にふ

るまう料理代などを差し引いても、香典は半分ほどが手元に残る可能性があります。すると一般葬では葬儀

費用の大半が香典でまかなえるケースも少なくありません。ところが、家族葬では香典に期待できないた

め、かえって持ち出しの費用が高額になることもあるのです。伝統的な「香典」という仕組みには、親族や

地域の人たちが少しずつお金を出し合い、遺族の経済的負担を軽減させようという役割もあるのです。

少子化を迎えた今、地方にあるお墓を維持していくことが年々難しくなり「墓じまい（改葬）」に関する

ご相談が後を絶ちません。墓じまいをすると菩提寺（付き合いのある寺）から法外な離檀料を請求されたと

いうご相談を受けることがあります。

お寺の立場からすると、今まで先祖代々のお世話をしてきたという感覚があります。朝に晩に檀家のため

に読経し護ってきたことが突然裏切られたように感覚に襲われるとお話しなさっていた住職もいました。

お寺の墓じまいを成功させるには、あなたのおかれている現状と思いをしっかりと住職へお伝えすること

です。ただし、住職は、多忙なため留守が多いのです。事前に電話等で要件を伝え、面談の約束をする必要

があります。その際、お彼岸やお盆は多くの方がお参りに来られるので、できるだけ避けるようにします。

面談の際には、こんな感じでお話しをしていただくとよいでしょう。

「お墓をまもる跡継ぎがおらず、代が途絶えてしまいます。私にもしものことがあった場合、将来、お墓

が放置され荒れ果ててしまうと思うと心配でなりません。放置したま

まですと結果的にお寺にご迷惑がかかりますし、何より、ご先祖様に

申し訳がたちません。しっかりと供養してあげるために改葬（墓じま

い）を考えているのですが、いかがなものでしょうか？しかしなが

ら、供養するにも年金生活を送っている私には費用面で限界がござい

ます。大変申し訳ありませんが、今できる私の精一杯は◯◯円くらい

なのです。どうしたらよいかと思い、今日は、ご相談に参った次第で

ございます。」といった具合です。膝と膝をつきあわせた会話をする

ことで、お寺の対応は大きく違ってくるでしょう。

葬儀やお墓についての様々な悩みに関するご相談
一般社団法人 日本エンディングサポート協会 ������������
受付 ▼平日９：00～17：30 ※葬儀については平日・休日問わず24時間対応

お墓（墓じまい）
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・父の葬儀を葬儀社から示されたプランで行ったが、参列者は少なく、料

金は高額だった。後から家族葬など規模の小さな葬儀も可能だったので

はないかと思われ、納得できない。

・母が病院で亡くなった。病院に搬送を任せたことから、搬送先の葬儀社

に葬儀を依頼することになった。見積もりが高額で、さらに前金を求め

られて困っている。

・冠婚葬祭互助会で葬儀の見積もりを依頼したところ、多額の追加費用が

かかることがわかり、不満。

ライフスタイルや意識の変化に伴い、お葬式やお墓の形態も多様化しています。日ごろ関心を持っ

ていても、いざ直面すると、思いがけないトラブルに遭うことがあります。消費生活総合センターに

も様々な相談が寄せられています。

喪主は、大切な人との別れの悲しみを抱えたまま葬儀の準備をす

ることになるので、冷静に対応できず、価格やサービス内容を葬儀

社に任せてしまいがちです。

もしもの時に備えてどのような葬儀を希望するのか、できれば家

族等と相談し、葬儀に関する情報収集をしておきましょう。費用や

希望を叶えてくれる葬儀社を探しておくと、いざというときに落ち

着いて準備をすることができます。

葬儀社との打ち合わせは親族など第三者も同席してもらうとよい

でしょう。見積書は、セットプランに含まれるもの、オプション項目、

参列者の人数によって変動するものなど、よく確認しましょう。

冠婚葬祭互助会の掛け金は、銀行の預貯金とは異なり、利子が付くものではありません。また、契約

が長期にわたるものなので、契約時の説明を振り返ることも難しいと思われます。加入者証と一緒に渡

された規約や契約内容を確認することが大切です。

と の墓
おお葬式

葬 儀

アドバイス
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・５年前に墓地の永代使用料を支払い、墓石を建てないまま管理費を支払っ

てきた。お寺に解約を申し出て、管理費の返金を求めたが、断られた。

・10年余り前に両親が契約した霊園。父が亡くなり、お墓を建てようとし

たら、霊園の指定業者でしか建てられないと言われた。料金も他と比べて

高いようだ。

・50年以上檀家になっていた寺の墓地。墓守がいなくなったので、遺骨等

を自宅近くの霊園に移そうと寺に改葬の相談をしたところ、100万円必

要といわれた。

お墓を買う、とは「墓地の永代使用権を取得すること」です。

土地を買ったわけではありませんので、使用する人が管理でき

なくなれば使用権は消滅します。したがって解約し、更地にし

ても、永代使用料は返還されません。しかしながら、実質的に

墓地を使用していない場合は、一定期間なら一部返金する契約

になっているところもあります。

墓地の契約は霊園と締結しますが、実際に霊園を開発してい

るのは、多くは石材店です。その場合、霊園規則で、墓石の建

立契約は指定された石材店と結ぶことが定められています。契

約前に確認しておきましょう。

最近は地方にある先祖のお墓を自宅近くに移す「改葬」の相談

も増えています。墓の引っ越しは勝手にすることはできず、一般に墓地管理者から「埋葬証明書」を受け

取ったうえで自治体に手続きする必要があります。また、檀家をやめるときに寺へお礼として習慣的に

支払ういわゆる「離檀料」に関する相談も増えています。こういったお布施については明確な基準はない

ため、金額に納得いかない場合は、寺と話し合うことになります。

葬 儀

冠婚葬祭互助会 

墓

葬儀・墓

全日本葬祭業協同組合連合会 0120-783-494

（一社）全日本冠婚葬祭互助協会 0120-034-820

（一社）全国優良石材店の会 0120-141-996

仏教情報センター 03-3811-7470

（一社）エンディングサポート協会 0120-40-7830

葬儀とお墓の相談先（業界団体など）

墓

アドバイス



「料金未納、最終告知」というはがきが届いた。

はがきに記載された連絡先に電話したところ、別の

電話番号に電話するよう案内された。

そこに電話をかけると、弁護士と名乗るものが出

て、プリペイドカード30万円分を購入するよう指示さ

れた。

コンビニでプリペイドカードを購入して、カードに

記載されている番号を伝

えた。

その後、弁護士を名乗

るものから再び電話があ

り、「相手が裁判を取り

下げないと言ってい

る。」と言い、さらにお

金を請求された。

◆身に覚えのない請求に応じない

◆記載されている連絡先には電話しない

◆万が一電話してしまい、請求元から、直接料金を取りにいくなど脅された場合には、警察に電話する

◆はがきが届き、不安に思った場合は、消費生活総合センターに相談する

「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届いたとして全国の消費生活センター等に寄せら

れた相談が今年3月下旬から急増しています。

あたかも公的機関であるかのような名称をかたった架空請求です。もし、はがきが届いても、決して

相手に連絡せず、支払わずに無視してください。

管理理管訴事事訴訟訴 管 タタタタタタタ管理理理管理理理理訴訴訴訴事事訴訴訴 タタタタタ訴訴 タタ ののののの

はききききききききはががきがきがははがががががはははは はははははききはは はががははがはがは ははははははがが はははははははははははははははははきききききききききききききききききががははははがはがははははははがはががががはがががががががはははははがががががははがはが

「民事訴訟管理センター」からの

はがきは

●送付されているはがきの見本

「裁判・訴訟」「差し押さえ」などの言葉が入っていても、

身に覚えのない請求は支払う必要はありません。

被害
に

遭わ
ない

ため
に…

被害
に

遭わ
ない

ため
に…

!

無視！

消費生活総合センターからのお知らせ

相談事例
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115号（7月発行）から４回にわたり、子どもにとっても大切な消費者知識について、相模原市消費生活

総合センターの新人職員K君がレクチャーします。お子さん、お孫さんと一緒に学んでいきましょう。

契約トラブルって何？第 2 回

大人も一緒に！考えよう子どもの消費者教育育大人も一緒に！考えよう子どもの消費者教育連載シリーズ

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大輔君大輔輔大輔輔大輔大輔大輔輔輔大輔輔大大輔大輔大輔大輔大輔輔輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔大輔輔輔輔輔君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君大輔君
タンンセン合センタ市消費生活総合センター市消費生活総合センター市消費生活総合センター

新人職員K君

ここが

消費者が契約書や取引の条件を確認せずにおきたトラブルや悪質な事業者によって引き

起こされるトラブルなど、契約に関する様々なトラブルのことです。

小学生や中学生もインターネットを使うようになり、関係する契約トラブルも多発して

います。

センターでは、疑いの目を

持つといった「賢い消費者」に

なるきっかけとして、小学生

向けに「夏休み子ども消費者

教室」を開催しました。

詳細は、市ホームページに

掲載してますのでご確認くだ

さい。

▶契約トラブルとは、契約に関する様々なトラブルのことを言う。

▶子どものトラブルでは、インターネットを使ったトラブルが多い。

▶とくに、「ワンクリック詐欺」「架空請求」に注意が必要。

▶「オンラインゲームでの課金」には子どもとともに保護者も注意する。

【スマートフォンの画面を見ながら…】

「人気スポーツブランドのシューズが80％オフ」だっ

て…欲しかったし買っちゃおう！母さんのカード番号

を入力してっと。

ちょっとストップ！大輔君。そのサイト、本当に信用

できるかな？インターネット通販で安い商品を注文し

て代金を振り込んだのに届かない…なんて「契約トラ

ブル」が増えていますよ。

子どもがあいやすいインターネットのトラブルは…

・ワンクリック詐欺 ・架空請求

「オンラインゲームでの課金」にも注意が必要だね。

知らず知らずのうちに予想以上の金額になる場合があ

ります。

そっか！いろいろあるんだね！ぼくも気をつけなきゃ！

え？そうなの？ところで、「契約トラブル」って

何だろう？

そうなんだ。ほかにはどんなインターネットのト

ラブルがあるの？

ポ イ ン ト ！
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発 行●相模原市消費生活総合センター

住 所●〒252－0231 相模原市中央区相模原1－1－3 シティ・プラザさがみはら内

電 話●０４２－７７６－２５９８ ＦＡＸ●０４２－７７６－２８１４

ホームページアドレス●http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/syouhi/index.html

すぱいす 第116号 平成29年（2017年）10月
QRコード

ミウィ橋本５階インナーガーデン［緑区橋本３－２８－１］場 所

10月20日●金・21日●土10：00～16：00

11:00～ 悪質商法防止落語

 （夢見亭わっぱ）

11:50～ サガピーと一緒に

 栄養表示を学ぼう！

 （市健康増進課）

12:30～ ステージコンサート

 （るあん（Luann））

13:30～ ガス管で万華鏡を作ろう！
 （東京ガス株式会社）

15:00～ ふくしまの今を語る講演会
 （「ふくしまの今を語る人」県外派遣事業）

20日 金

11:00～ 振り込めサギ防止

 コンサート

 （地域貢献型アイドル Flare）

11:30～ 振り込めサギ防止

 マジックショー

 （ミスターTK）

13:00～ ステージコンサート

 （フルートアンサンブル ロアンブリーゼ）

13:50～ ミニ講座

 「身近に潜む商品の危険」

 （国民生活センター）

15:00～ ふくしまの今を語る講演会
 （「ふくしまの今を語る人」県外派遣事業）

21日 土

みんなの消費生活展フードバンク

●お米・麺類・缶詰 ●賞味期限が1ヶ月以上

●未開封のもの

いただいた食品はＮＰＯ法人を通じて生活困窮世帯や福祉施設に発送されます。

みんなの消費生活展は、市内で活動する消費者団体や企業、学校が食や商品の

安全、契約トラブルなど消費生活に関わる、知って生活に役立つ情報を発信し、

賢い消費者を育成するイベントです。

クイズラリーやコンサートなど、大人も子どもも楽しめるも催しが盛りだく

さん！

笑って撃
退！悪質

商法防
止落語

夢見亭
わっぱ

21日

振り込
めサギ

防止マ
ジック

ショー

防犯エ
ンター

テイメン
ト集団

GIFT
代表

ミスタ
ーTK

22日

ＪＲ橋本駅至八王子

至町田

（会場）

ミウィ橋本

市
営
自
動
車
駐
車
場

市
営
自
動
車
駐
車
場

市
営
自
動
車

駐
車
場

市
営
自
動
車
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くらしのお役立ち情報満載

みんなの消費生活展49
第

回

不要な食品を募集します!!

条 件

イベント期間中に直接持ち込みにて受け付けます。

●クイズラリーに参加し

てリサイクル品のおも

ちゃや相模原産の野菜

などをゲットしよう！

●工作教室やゲームなど、

子どもも楽しめるイベ

ントも多数用意。
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会場案内図

来来てて！！

見見て！
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