
永代祭祀奥津城 
八幡様のご加護を受けて 

永遠に安らぐ奥津城どころ 

 近年の社会状況は、従来のお墓のあり方に対し、大きな

変化を求めています。核家族化・少子化・非婚化・高齢化

社会を迎え、また生活スタイルが非定住化している昨今、

代々受け継がれることを前提にした従来のお墓では、現代

の様々なニーズに十分な対応ができなくなっています。 

 そこで、一つのお墓を神社がお守りし、御霊を無縁にす

ることなく永代に亘り祭祀を執行することを目的として、

神道式の永代供養墓を建立いたしました。 

〒013－0105横手市平鹿町浅舞字蒋沼125 

☎ 0182－（24）－1606 浅舞八幡神社



 

目 次 
 

１、永代供養墓（永代祭祀奥津城
おくつき

）について １Ｐ～２Ｐ 

 

※永代（えいたい）…永い世に亘って 

※祭祀（さいし）…神や先祖を祭ること。祭典。 

※奥津城（おくつき）…神道のお墓 

 

２、永代供養墓が求められる背景 ３Ｐ～４Ｐ 

 

３、永代供養墓と一般のお墓の違い ５Ｐ～６Ｐ 

 

４、永代供養墓のご遺骨の安置について ６Ｐ～８Ｐ 

 

５、永代供養墓を希望するということ ８Ｐ 

 

６、永代供養墓の祭祀について ８Ｐ～１０Ｐ 

 

７、永代供養のメリットについて １０Ｐ～１２Ｐ 

 

８、永代供養墓を選ぶ心構え １３Ｐ 

 

９、浅舞八幡神社 永代祭祀奥津城
おくつき

 供養料の内訳１４Ｐ 

 
 

 

 

 

 



１、永代供養墓（永代祭祀奥津城）について 

 永代供養墓というタイプのお墓が今多くの人の注目を集

めています。お墓が注目をあびる、それだけを聞くと、ど

うして？と思う方も多いかもしれませんが、いざ自分に置

きかえて考えると、その理由が何となくわかるのではない

でしょうか。 

 人は誰もが、いつかはこの世を離れていきます。日頃、

そんなことを意識しなくても、身近な知人が亡くなったと

き、お盆やお彼岸にお墓参りに行ったとき、人は死を意識

せざるを得ません。そして、あなたがある程度の年齢を超

えた人であるなら、自分のお墓について、あるいは両親の

お墓について、考えをめぐらすのではないでしょうか。 

 永代供養墓とは、お墓参りをすることが容易にできない

人にかわって、神社（宗教法人）が責任をもって、永代に

亘って祭祀（供養）と管理をするお墓のことをいいます。 

浅舞八幡神社の永代供養墓（平成22年５月吉日建立） 
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永代供養墓は、合祀墓、合同墓、合葬墓、共同墓などと

呼ばれることもありますが、現在は昔とはその意味が大き

く異なります。こうしたお墓は、従来は、何らかの理由に

より、身寄りが無いまま亡くなった方や、身寄りが何処に

いるかわからないといった人に向けてつくられたお墓とい

う意味合いが強くありました。ですから、通常は、こうし

たお墓に一般の家庭をもつ人が納骨されることは稀だった

ともいえます。 

 しかし、現在はたとえ身寄りがあっても、身寄りが遠方

に住んでいるため、なかなかお墓参りをすることもままな

らない方が増えています。 

 また、大事な両親のお墓にお参りする時間もなかなかと

れない方も現実に多いといえるでしょう。 

 現在の永代供養墓は、主にこうした事情をもった方のた

めにつくられたお墓です。ですからこれまでの合祀墓や合

同墓とはまったく意味が違います。故人の身寄りの方が、

きちんとしたお参りをしたいがゆえに選択するのが現代の

永代供養墓であるといえるでしょう。永代供養墓に納骨す

ることで、あるいは納骨されることによって、その祭祀

（供養）は神社（宗教法人）によって厳格に行なわれます。

もちろん、家族がお参りできるときには、きちんとお参り

もできますから、ご両親などを大事にしたい方、自分もま

た間違いなく祭祀（供養）を受けたい方にとっては、まさ

にぴったりのお墓といえるのではないでしょうか。 
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２、永代供養墓が求められる背景 

永代供養墓の意味が変化し、多くの人が永代供養墓を求め

るようになった背景には、現在の家族が取り巻かれている

事情があります。現在のわが国の一世帯あたりの平均家族

数は三人に足りない、すなわち多くの家庭が、二人で暮ら

しているか、単身で生活していることを示しています。昔

のように、身寄りが無くて一人で暮らしている人は少な

く、自ら選択して少人数の世帯で暮らしている人が多いと

言えるでしょう。自分が生きている間には、自分のことは

コントロールできても、死後、お墓がどうなるかは誰にも

コントロールができません。家を誰かが守るという意識が

あった頃には、同時にそれは先祖代々のお墓を守るという

ことでもあったのです。

 しかし、家意識は希薄になり家業も無い人が多い現在の

日本では、お墓を守るという具体的な行為を維持すること

が難しくなっているのです。  

かつて、代々受け継いできたお墓を持つ人は、お彼岸や

お盆はもちろん、常日頃からお墓を磨き、美しく清掃する

のがあたりまえでした。しかし、それはお墓が家から徒歩

や車でいつでも容易に行ける場所にあるという地理的条件

があってこそでした。現在のように、育った家を遠く離

れ、しかも両親の亡き後には、住む人のない家を処分した

というような人にとって、お墓は遥かに遠いものであり、

祭祀（供養）は家の祖霊舎（又は仏壇）でと考えるのも 
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仕方がないということになってしまいます。 

そのような状況で、両親のお墓を考えたとき、せめてお

盆や彼岸には自分がお墓参りに行ければよいが、それも叶

わないような状況であるとき、誰がお墓を美しく維持して

くれるのか、誰が祭祀（供養）をしてくれるのか、という

ことは切実な問題になるのです。 

 また、自分が亡くなった後、子供のない方やいても遠くに

住んでいるような場合に、自分のお墓を誰が維持してくれ

るのかを考えると心もとない人はとても多いはずです。 

 こうした社会的背景があるからこそ、永代供養墓への関

心は高まっているのです。以下にこのタイプのお墓を求め

ている方々が抱えている悩みをまとめてみました。 

 

① お墓の継承者がいない。(子供がいない・子供が嫁い

だ・独身である・身寄りが遠くにいるなど) 

② 自分の死後にお墓のことで子供に負担をかけたくない。 

③ お墓にあまりお金をかけたくない。かけられない。 

④ 人に迷惑をかけないように生前にお墓をと考えている。 

⑤ 先祖代々のお墓を守るのが困難になっている。 

⑥ お墓参りが身体的に苦痛となっている。 

⑦ お墓が遠くお参りに行けない。 

⑧ 親・兄弟・配偶者のご遺骨を抱えて困っている。 

⑨ 故郷や遠くにあるお墓を近くに移したい。 
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３、永代供養墓と一般のお墓の違い 

 永代供養墓がその祭祀(供養)と管理を神社(宗教法人)が

してくれるのに対して、一般のお墓は祭祀(供養)と維持管

理をすべてそのお墓の持ち主が行なわなければなりませ

ん。 

 一般のお墓にも様々な形態があり、寺院が経営する墓苑

にお墓を買ったり、土地を借りたりする形式のもの、公共

の墓苑として管理されているものなどがあります。 

 いづれにしても、墓苑の全体については、その持ち主(経

営主体)が管理してくれますが、個々のお墓については、す

べてそのお墓の持ち主が管理しなければなりません。 

 お墓参りに行って、何年も誰もお参りしていないのでは

ないかと思えるようなお墓を見るとき、なんともいえない

気持ちに襲われることがあります。そのお墓の持ち主も決

して、そのようにお墓を捨て置くようなことはしたくない

はずです。しかしおそらくはどうしようもない事情によっ

て、そのようにせざるを得ないのでしょう。あるいは、も

う既にそのお墓を維持しなければならない人は葬られてい

る人を知らず、誰もお墓を省みてくれなくなっているのか

もわかりません。 

 永代供養墓は、神社(宗教法人)が責任を持って、あなた

のお墓の祭祀(供養)と管理を行なってくれます。しかも、

この費用が一般のお墓に比較すると、非常に格安になって

います。 
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現在のお墓にかかる費用は馬鹿になりません。墓地の永

代使用料、墓石代、永続的に負担しなければならない管理

費、折にふれて必要な寺院へのお布施、その他諸々。永代

供養墓の場合には、これらの費用が極めて低く抑えられて

います。それに寺院経営の墓苑を求める場合には、そのお

寺の檀家になることが義務づけられていることもあります。

当神社の場合には、そのようなことは一切ありません。 

４、永代供養墓のご遺骨の安置について 

 永代供養墓には、そのお墓の形の違いとともに、安置

（納骨）の仕方にも違いがあります。この安置の仕方を必

ず確認しておくようにしなければなりません。もしも改葬

(一度葬った遺骨を別の所へ葬り直すこと)してお墓をつく

る可能性がある場合には、必ずお骨を個別に安置するタイ

プのお墓でなければなりません。 

 当神社のお墓の安置方法は、次の２つを併用したものと

なっています。それが集合安置型と合祀型の二つです。 

 集合安置型とは、骨壷を他の故人と共通の棚や場所に安

置する構造のものです。このタイプは、お骨の置き場所が

他の故人と同じというだけなので、後に改葬することにな

っても対応することができます。 

 次に合祀型といわれるもので、お骨を骨壷から出して、

土中の納骨棺(カロート)にあけてしまう構造のものです。

この場合には、他の故人のお骨と混ざってしまうため、 
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後から改葬することは不可能です。 

骨壷の集合安置場所 

ご遺骨の合祀場所 

 このように安置の方法は、永代供養墓によって違いま

す。したがって、永代供養墓を選ぶときには、この安置の

仕方も重要なポイントになります。当神社の永代供養墓で

は、命日から数えて最長十年の節目となる年祭(供養祭)ま

で集合安置をすることが可能です。 

故人の意思を重んじるとともに、供養料などを勘案して、

最も故人と、故人を偲ぶ人の意思に沿った永代供養墓を選

びましょう。       ７ 



５、永代供養墓を希望するということ 

 神道式のお葬式は神葬祭と呼ばれ、我が国古来の葬法と

して代表的な神道古典「古事記」や「日本書紀」などの神

話にもその内容をうかがい知ることができます。 

 神道の信仰を表すことに｢敬神崇祖｣という語がありま

す。これは亡くなった方の御霊を子孫が鄭重にお祀りする

こと(祖霊祭)により、次第に子孫を守護する祖先神になら

れるという考えが示されたもので、仏教伝来以前からの日

本人の精神生活の根本であるとともに、この祭祀のはじめ

にあたる葬儀がいかに重要な儀式であるかがわかります。 

 永代供養を希望するということは、故人への永続的な祭

祀（供養）を希望するということです。この供養の仕方に

ついても、様々な方法があります。年間の祭祀（供養）の

回数やその仕方によって費用も違います。 

 

６、永代供養墓の祭祀について 

 一般に祭祀（供養）とは、故人に供物やお花を供え、読

経をしたり、祭詞を奏上し手を合わせることです。 

 普段、あまり宗教のことなど意識しない人でも、お盆や

お彼岸にはお墓参りに行き、時には宗教者（神主や僧侶）

を招いて典礼を執り行うことも、この気持ちに順じたもの

なのです。それはとりもなおさず、私たちの誰もがここに

いるのは、先祖があるからこそということを自覚し、先祖

に感謝する気持ちをあらわすことです。先祖の誰一人が欠 
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けていても、私たちはこうしてこの世にいることはできな

いのです。 

こうした祭祀（供養）がなかなかできない、具体的には

お墓参りができないことが、多くの日本人にとっては心苦

しく感じられ、それはまた当然のことでもあるのです。永

代供養墓は、そうしたどこか申しわけない気持ちを解決す

る方法でもあるのです。 

 当神社ではお盆と秋彼岸の年二回永代に亘り墓前で慰霊

祭を執り行います。その際に必要となる祭壇・供物・献花

などは全て神社側でご用意いたします。もし悪天候の場合

は社務所などの屋内に祭壇を組んで神事を執り行います。 

但し、春彼岸の神事は積雪のため執行できません。具体

的な執行場所や日時については、盆の入りと彼岸の入りの

１ヶ月前には決定いたしますので、神社にお問い合わせ願

います。          ９ 



 また、年祭（仏式の年忌）についても希望があれば自宅

または墓前で執り行うことも可能です。神道では一年祭・

三年祭・五年祭・十年祭（十年以後は十年毎で五十年祭ま

で）があります。 

７、永代供養のメリットについて 

 永代供養墓は様々なメリットをもっています。これまで

もその幾つかを述べてきましたが、ここでそのポイントを

少し整理しておきましょう。まず永代供養墓の最大のメリ

ットはお墓参りができなくても、神社（宗教法人）が祭祀

（供養）と管理をしてくれることです。 

 次に墓石代や墓地の永代使用料も共同となるので割安に

なります。一般のお墓の墓石料は使用する石やその量にも

よりますが相当な金額がかかります。墓地の永代使用料を

含めて１００万円程度なら標準であるといえるでしょう。 

 一般に永代供養墓の平均的な価格は、３０～５０万円程

度といわれています。費用のことでいえば、永代供養墓の

場合、最初の契約段階で一式料金を支払えば、その後の管

理費や神社への寄付金などは一切かかることはありませ

ん。永代供養墓を購入することによって、心の平安を得る

人は多いのです。若い頃には、お墓や宗教のことなど頭に

無かった人でも、ご両親がそろそろという年齢になった

り、自分自身の身体が弱ってきたりすると、お墓のことが

折りにふれ、頭をよぎるようになります。それは誰にでも

普通にあることです。  
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永代供養墓のメリットは、供養の未来に保証を与えてく

れるという言い方もできます。 例えば、人の生活はどう

なるかわかりませんから、今は、子供たちがお墓を守って

くれると思っていても、サラリーマンなら転勤は付き物で

すし、女の子の場合でも、結婚すれば、何処に行くかわか

りません。私たちはいやおう無くそのような世の中に住ん

でいるといえるのです。 

 さらに、現在、子供がいない、独身である、身寄りが遠

くにいるなどの条件を抱えた人にとっては、永代供養墓は

とても頼りになる存在であるといえるでしょう。自分の亡

き後の未来を神社（宗教法人）に託すことができるのです。 

 また、永代供養墓を購入しておけば、子供たちに負担を

かける心配も少なくなるでしょう。厳しい時代を生きてい

く子供たちにできるだけ負担を与えたくないと思うのは、

親心として当然ともいえるでしょう。 

 また、自分で先祖伝来のお墓を維持して来た人は、その

お墓の管理について、子供たちに伝えておかなければいけ

ないという務めもあります。そのためには、事あるごとに

子供たちをお墓参りに連れて行き、そのノウハウを教えな

ければなりません。しかし現実には、そういうことを覚え

だす歳になる頃には、勉強やクラブ活動に忙しく、なかな

か親と一緒にお墓参りすることも難しくなります。そのま

ま進学や就職で親元を離れてしまえば、お墓の維持管理に

ついて、そのノウハウを教えたり、今後のことについて話

す機会はどんどん少なくなっていくに違いありません。 
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永代供養墓はそうした困難をすべて取り払ってくれます。

子供たちにも永代供養墓の仕組みを話すだけです。永代供

養墓のメリットは色々とありますが、先祖、両親、自分、

そして子供と続いていく命の流れのなかで供養を保証され

る仕組みこそ、素晴らしいものといえるでしょう。 
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８、永代供養墓を選ぶ心構え 

永代供養墓を選ぶポイントは７つ程度に集約されます。 

①  第１はその永代供養墓を管理する法人の代表者の考え方

です。永代供養墓の現代的な意味をよく知った上で、求

める人の期待にきちんと応えてくれる、そのような考え

と未来永劫に亘って祭祀（供養）を行なっていくという

強い使命感、責任感をもった代表者がいる法人の永代供

養墓を選ぶのが望ましいでしょう。 

② 第２に永代供養料の金額です。３０万～５０万円程度が

相場といわれますが、１００万円以上の個人安置型のお

墓もあります。そのお墓のつくり、祭祀（供養）の方法

と、用意できる予算を擦り合わせて、最も納得できる永

代供養墓を選びましょう。 

③ 第３にその金額には、どのようなものが含まれているの

かの確認も必要です。特に祭祀（供養）については、各

法人で方法も手法も違います。 

④ 第４に永代供養墓のつくりです。これは自分の眼で確か

めるのが一番です。その外観やデザイン、素材など、よ

く確かめる必要があります。 

⑤ 第５にそのお墓のある神社や境内のイメージも重視する

人が多いようです。自分の大事な故人が眠るところです

から、できるだけ静かで環境のよいところを選びたいと

思うのは当然です。 

⑥ 第６は永代供養墓の立地場所です。自分の好みに合う、

そしてできれば容易にお墓参りもできる場所にお墓を求

めるのが何かと便利だと思います。 

⑦ 第７に宗教法人が用意する永代供養墓の案内や契約書の

内容などもよく吟味しましょう。契約条件などをチェッ

クするのは当然です。
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９、浅舞八幡神社 永代祭祀奥津城 供養料の内訳 

項 目 金 額 摘 要 

① 墓石代 125,000 墓石の建立には墓苑の造成費などを含め

て総額で約250万円かかっています。この

5％を負担していただきます。 

② 永代祭祀料 150,000 1回の神事に祭壇設置料・祭祀料など全て

含めて15,000円ほどかかりますが、慰霊

祭は合同で執り行うことができますの

で、この10分の1にあたる1,500円を1回分

とします。年2回（お盆＆秋彼岸）執行す

るので1,500円×2＝3,000円（年額）、こ

の50年分を永代祭祀料としました。50年

という基準は祭り上げとなる節目です。 

③ 管理費 15,000 年300円×50年分（相場の10分の1） 

④ 刻字料 35,000 墓誌に神号を彫る費用です。 

⑤ 納骨祭費用 15,000 祭壇設置料＆祭祀料です。 

⑥ 事務手数料 10,000 契約書作成費など 

⑦ 遺骨安置料 1,000 ～ 年額1,000円×安置年数（最大10年） 

合 計 350,000 ～ 希望者の事情に配慮いたします。 

※例：骨壷の安置年数が3年の場合

350,000円＋（安置料年額1,000円×3年）＝353,000円となります。

※最初から合祀納骨棺に埋葬する場合、安置料はかかりません。

※ご夫婦一緒に永代供養を希望される場合は2割引といたします。

例：夫婦で希望（最初から合祀の場合） 

350,000円×ご夫婦2人×80%＝560,000円となります。 

※先祖代々の御霊を合祀したい場合は要相談
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