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第 章４

１．葬儀サービスにおける電話応対の概要

お客様に好印象を持っていただく
電話応対とは

（１）葬祭スタッフが知っておくべき電話の特性

電話は、２４時間３６５日いつでも誰からでもかかってきますが、かかってくる相手や、電話の内容

を事前に知ることは不可能です。したがって、すべての電話に完全な状態で対応できるようにし

ておく必要があります。特に葬儀やご遺体の搬送を依頼されるご遺族などからの電話は、早朝や

深夜に関係なくかかってきますので、どのような時間帯でもしっかりした電話応対を心掛ける必要

があります。

①電話の内容や相手を事前に知ることができない

電話は、かけている方も受けている方も、お互いの姿が見えませんので、電話から聞こえる相手

の声や言葉遣い、話し方などでお互いの印象を決めることになります。電話に出た葬祭スタッフ

は正しい言葉遣いで、はっきりと話します。言葉遣いが間違っていたり、聞き取りにくい話し方など

の場合は、お客様が良くない印象を持つ恐れが多分にありますので注意します。

②言葉遣いと話し方で印象の大部分が決まる

最近の電話は感度がよく、話をしている葬祭スタッフの声はもちろん、葬祭スタッフの後ろでの

話し声や騒音などもお客様によく聞こえてしまいます。ご家族を亡くされたばかりのご遺族からの

電話では、辛い気持ちに追い打ちをかけるような電話応対にもなりかねません。事務所内での私

語や大声を慎むことと同時に、荷物の運搬などによる騒音などにも十分な配慮が必要です。

③周囲の雑音や騒音がお客様に聞こえてしまう

一般的な電話では、録音でもしていない限り、会話内容を残すことは不可能です。お客様からの

電話においても同様で、特に重要な人の名前や日時、商品の個数などはメモを取ることが必要

不可欠です。メモを取らずに、お客様に関する重要なことを間違えたり、手配を漏らしたりすると、

多くのお客様に迷惑をかけることになります。メモ用紙と筆記具はいつも電話の近くに置き、確実

にメモが取れる態勢で電話に臨みます。

④メモを取らなければ記録が残らない
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お客様に電話をするときは、電話をかける前に用件を箇条書きし、話の内容を整理したうえで

電話をするようにします。また、話す内容によっては結論から先に言い、その説明を後からする

という方法もあります。ちなみに、用件を先に言うときは、「お電話をさせていただいた用件は、

○○と○○の件でございます。まず初めに、○○の件についてお話させていただきたいのです

が、よろしいでしょうか」という具合に話します。

②話す内容を整理してから電話をする

お客様の固定電話に電話をしたときは「○○様のお宅でしょうか」と確認したうえで用件を話し

始めます。また、お客様の携帯電話に電話をしたときは「○○様でしょうか」と確認します。こうし

た確認をせずに、お客様だと思い込んで話をしていたら、どうも様子がおかしい、ということにな

ると、間違い電話をかけた相手の方に大きな迷惑をかけてしますことになります。間違い電話を

していないという確認ができてから、重要な用件を話し始めるようにします。

③お客様宅であることを確認してから話し始める

２．こんな電話応対は要注意

（１）事務所などで見かける要注意な電話応対

足を組んで背もたれに大きくもたれかかる、机に頬杖をつく、などの姿勢での電話応対は、お客

様との電話に限らず慎むようにします。電話では、お互いの姿形が見えないのだから、どのよう

な格好で電話をしても問題はないだろう、と考えるのは大きな間違いです。たとえ姿形が見え

なくても、なんとなく雰囲気で感じることがあるもので、乱れた姿勢をお客様が感じ取ることも考

えられます。お客様との電話では姿勢を正し、目の前にお客様がいらっしゃるような態度で臨む

ことが非常に大事です。

①乱れた姿勢での電話応対

お客様と関係のないメールや、インターネットのニュースなどを見

ながらの電話応対はしません。メールチェックはお客様との電話

が終わってから落ち着いて行い、インターネットのニュースは休

み時間に見ます。電話と関係のない画面を見ながら、お客様と

電話をしていると、大事な用件を聞き逃したり、聞き間違いをす

る恐れがあります。また、お客様の話に対して返事が遅れると、お

客様に不信感を持たれてしまう恐れがあり、クレームにつながる

可能性もあります。

②メールやネットを見ながらの電話応対

第４章　お客様に好印象を持っていただく電話応対とは
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合掌最敬礼をするときのポイント

最敬礼をするときの注意点

◎体を前傾させたときに、背中が丸くならないように注意します。

◎謝罪での最敬礼の場合は、その気持ちがお客様に伝わるように、首を深く折ってお
　　辞儀をします。

◎謝罪のお辞儀から元の姿勢に戻るときは、首を折ったままで体を元に戻し、最後に
　　首を起こします。

合掌最敬礼をするときの注意点

◎頭を下げる前に背筋を伸ばし、合掌の体勢をしっかりと整えます。

◎両脇は拡げすぎず締めすぎず、生卵を脇の下に挟むイメージで行います。

◎頭を上げたときは、アゴを引いてお辞儀の対象を静かに見ます。

①合掌した手の親指の付け根を、自分の胸の中央につけ
　　ます。

②指先の角度は、自分の胸を基準に４５度にします。

③首と背中が曲がらないように注意して、体を４５度以上の
　　角度で前傾させます。

④頭を下げたときの視線は、自分のつま先に置きます。

①

④

⑤

⑤カカトをきちんとつけて立ちます。

（４）霊柩車のお見送りなどに使う合掌最敬礼の仕方
合掌最敬礼とは、両手を胸の前で合わせる 「合掌」の体勢から、４５度の角度で頭を下げるお

辞儀で、霊柩車のお見送りなどの際に行われます。下げた頭をできるだけゆっくりと上げ、アゴを

引いて対象物を見ることにより、丁寧で心のこもったお辞儀になります。

②

参考 霊柩車お見送りの際の合掌最敬礼

霊柩車お見送りの際に行う合掌最敬礼は、霊柩車が見えなくなるまで前傾姿勢を保ち、霊柩車が見えなく

なる頃に頭を上げます。なお、数名のスタッフで行う場合は、頭を上げるタイミングを合わせるようにします。

４５度以上の角度

視線

③



第 章７

１．葬儀事前相談業務の概要

葬儀事前相談業務の概要

このケースは、電話で相談を完結させようと考えているお客様のケースです。このケースで

多いのは、相談をされるお客様に、あまり時間がないか、わざわざ訪問することにためらいが

ある場合が考えられます。あまり時間がないお客様の場合で、病院などから相談の電話をか

けられたお客様は、必要最低限のことを訊かれることが多くあります。また、訪問にためらいを

感じている切迫性のあるお客様は、家族が闘病しているときの葬儀社訪問にためらいを感じ

ている可能性も否定できません。

②電話による事前相談について

電話で相談を完結させるケース

もうひとつのケースは、実際に訪問する前の「様子見」的な電話です。いきなり葬儀社や葬

祭ホールを訪問する前に、とりあえず葬儀社に電話をかけて、その対応を確認し、もしも感じ

が良ければ、実際に葬儀社や葬祭ホールを訪ねるというケースです。こうした事前相談の電

話で大事なことは、電話応対でのお客様の印象をどこまでよくできるかです。万が一、電話応

対に対するお客様の印象が悪いと、そのお客様は二度とその葬儀社の前に姿を表さないば

かりか、その葬儀社の電話応対の悪さを、自分の友人知人に告げることになります。このような

来社や来館前の「様子見」的なケース

（１）葬儀事前相談（以下、事前相談）とは

葬儀事前相談（以下、事前相談）とは、相談に来られたお客様自身やご家族の葬儀について、

「もしもの時」を迎える前に、葬儀社等に相談することを指します。事前相談は、お客様が葬儀社

や葬祭ホールを訪ねて行われる場合以外に、電話やメールなどでも行われます。また、高齢の

お客様で外出が難しい場合は、葬儀社のスタッフがお客様の自宅を訪ねる、訪問事前相談も

あります。こうした事前相談は年々増加傾向にあり、これからの葬儀受注において、とても重要

な役割を担うと考えられています。

①葬儀事前相談の意味とは
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（２）事前相談を行うお客様のメリットとは

事前相談を行うお客様に限らず、消費者の多くは葬儀に対して、少なからず

不安や疑問を持っていると考えられます。そうした人々に対して事前相談は、

不安や疑問を解消する貴重な機会といえます。不安や疑問を抱えたまま葬

儀の当日を迎えるのと、不安や疑問の大部分が解消された状態で迎えるの

とでは雲泥の差があるといえます。事前相談は、葬儀社にとっても大変重要

な機会であると同時に、葬儀に対して不安や疑問を抱えるお客様にとっても

重要な機会であると言えます。

①お客様の抱える不安や疑問を解消できる

事態を避けるためにも、お客様に好印象を持っていただく電話応対は、常日頃から心掛けること

が重要です。

事前相談で会社や葬祭ホールを訪ねるお客様の中には、遠くない将来に 「もしもの時」 を迎

えるお客様や、その時が切迫しているお客様、予定はないけれど参考のために葬儀社を訪れ

るお客様など、その目的は様々です。こうした様々な目的を持ったお客様の中で、葬儀社にと

って重要度の高いお客様は、遠くない将来に 「もしもの時」 を迎えるお客様や、その時が切迫

しているお客様です。これらのお客様の多くは、葬儀に関する具体的な相談や見積書の作成

を希望しますが、そうした希望に応え、お客様から信頼いただく相談業務ができるか否かで、

葬儀受注に結びつくかどうかが決まってしまうと言っても過言ではありません。

③来社や来館による事前相談について

具体的な相談や見積りが目的のお客様

このお客様は、「もしもの時」 の葬儀依頼先はある程度決まっているが、実際に葬儀を行う葬祭

ホールの中を、じっくりと見たことがないので下見をしたいというお客様です。下見来館では、お

客様との相談業務もさることながら、葬祭ホール下見時のアテンドと館内説明が非常に重要で

あると言えます。葬祭ホール内各施設使用時の使い勝手や使用可能人数などを、お客様へ

正確に伝えます。また、館内で出会う他のスタッフは、すれ違うときの挨拶を徹底します。

葬祭ホールの下見が目的のお客様

？
？

？
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第 章８

１．遺体搬送業務の概要

（１）遺体搬送業務とは

遺体搬送業務とは、病院等で亡くなられた故人様を、遺体搬送車によってご遺族が希望される

場所までお送りする業務のことをいいます。ご遺族や病院スタッフから遺体搬送依頼の連絡が入

ったら必要事項を確認し、搬送の準備を整えてお迎えに伺います。葬儀社スタッフには、故人

様への敬意が感じられるような丁寧な対応や、ご遺族の辛い気持ちに寄り添った温かな心遣い

が求められます。

ご遺族から搬送依頼の連絡があった場合は、事務的にならないように注意し、温かみのある電

話応対を心掛けます。また、お身内の死亡を聞いたら心を込めてお悔やみの言葉を述べ、故

人様のお名前やご連絡をいただいている方のお名前、ご連絡先を伺います。そして、お迎え場

所と搬送先についておたずねし、お迎えの希望時刻があれば併せておたずねします。

（２）遺体搬送業務の一般的な手順

①遺体搬送依頼の電話を受ける

②搬送用品を準備し、出発する

ご遺族から連絡を受けた場合

病院スタッフから搬送依頼の連絡があった場合は、迅速な対応を心掛けます。故人様のお名

前やご遺族のお名前、病室番号、搬送可能時刻、ご連絡をいただいた病院スタッフのお名前

などを効率よく確認します。

搬送に必要な備品を準備したら、漏れがないようチェックリストを用いて確認を行います。

病院スタッフから連絡を受けた場合

遺体搬送に持参する備品（例）

ドライアイス

枕飾りセット

防水シーツ

上掛け布団

上掛け布

しきみ

割り箸

脱脂綿（または綿棒）

半紙

セロテープ

顔当て布

カミソリ

バスタオル

遺体搬送請け書

受注セット

※受注業務も行う場合は
　　持参する
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⑤故人様移動の準備をする

通常、故人様の移動はストレッチャーと呼ばれる移動式の

ベッドを使用して行います。ストレッチャーの脚は折り畳み

式になっているため、そのまま遺体搬送車に収納すること

ができます。ストレッチャーを故人様のベッドの横に付けて

高さや位置を調節し、移動のための準備をします。

ストレッチャー

⑥故人様をストレッチャーに移動する

準備が整ったら故人様の体を丁寧に持ち、慎重にストレッチャーに移動します。（このとき、病院

スタッフやご遺族に移動をお手伝いいただく場合もあります）。故人様をストレッチャーへ移動し

たら上掛け布団を掛け、全体を上掛け布で包みます。そして、ストレッチャーに備え付けのベル

トで故人様の体を固定します。

注意するポイント

・故人様の移動は、「１、２、３」と声を掛けたうえで、搬送スタッフ等のタイミングを合わせて行う。

・荷物の移動を連想させる「せーの」という掛け声はかけない。

病院に到着したらナースステーションに向かい挨拶をします。このとき自己紹介をして、会社名

と自分の名前、故人様のお名前と病室番号を述べ、お迎えに来た旨を伝えます。挨拶は他の

入院患者の方に配慮して、小さめの声で話すようにします。

③病院に到着したら、ナースステーションで挨拶をする

【ナースステーションでの挨拶の例】

「わたくし、○○葬儀社の□□と申します」

「○号室の○○様（故人様のお名前）をお迎えに参りました」

病室に入ってご遺族にお会いしたら、３０度のお辞儀とともに丁寧に挨拶をします。挨拶は、自社名

と自分の名前を述べたうえで、事務的に聞こえないよう心を込めてお悔やみの言葉を述べます。

④病室のご遺族に挨拶をする

【ご遺族への挨拶の例】

「わたくし、○○葬儀社の□□と申します」

「この度は、誠にご愁傷様でございます。謹んでお悔やみ申し上げます」
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第 章10

１．納棺旅支度業務の概要

納棺旅支度業務とは、納棺の儀の進行と、ご遺族ご親族が行う旅支度（行わない宗派もありま

す）のサポートが中心の業務です。故人様に旅支度をしたうえで、お棺の中に安置する儀式の

ことを納棺の儀といいます。葬祭スタッフは納棺の儀の進行役を務めるとともに、旅支度の際に

故人様にお着けする装着品の説明やご遺族ご親族への受け渡しなどを行います。なお、納棺

の儀は故人様とご遺族ご親族が触れ合える最後の場であるため、ご遺族ご親族が中心となって

進められるよう、配慮することが大切です。

（１）納棺旅支度業務とは

（２）納棺旅支度業務の一般的な手順

①故人様の体にのっているドライアイスを取り除く

※地域や宗派によって異なる場合があります

②納棺の儀、開始の挨拶を述べる

【納棺の儀開始の挨拶の例】

「これより、納棺の儀を開始いたします」

「故人様のご冥福をお祈りいただきまして、合掌をお願いいたします」

準備が整ったら、ご遺族ご親族に故人様の周りに集

まっていただくように声を掛けます。なお、喪主様には

故人様のお顔の近くに座っていただくよう案内します。

ご遺族ご親族が集まったら納棺の儀開始の挨拶を

述べ、その場にいる全員で故人様に向かって合掌し

ます。

納棺の儀を開始する前に、故人様の体にのっているドライアイスを丁寧に取り除きます。このと

き、上掛け布団とバスタオルも一緒にはずすようにします。

喪家様宅での
　　    納棺旅支度業務の概要
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旅支度とは、故人様が極楽浄土へ旅立たれる際に道中の安全を願い、ご遺族ご親族の手で、

故人様に旅の支度をして差し上げることを言います。葬祭スタッフは姿勢を正して旅支度開始

の挨拶を述べます。このとき、旅支度はご遺族ご親族が中心となって行うこと、また故人様に手

を触れてのお世話はこれが最後であるということを明確に伝えるようにします。

④旅支度開始の挨拶をする

【旅支度開始の挨拶の例】

「これより、皆様のお手により、故人様に旅支度をしていただきます」

「○○様（故人様のお名前）に直接お手を触れてのお世話は、これが最後となりますので、何卒、

　よろしくお願いいたします」

【言葉の例】

「喪主様に故人様の顔当てをお取りいただき、カット綿で故人様のお顔や手、足をお一人ずつ

　拭いていただきます」

喪主様に故人様の顔当てを取っていただく案内をし、ご遺族ご親族にカット綿で故人様のお顔

や手、足を拭いていただきます。なお、カット綿はご遺族ご親族一人ひとりに丁寧に渡します。

（地域によっては、行わない場合もあります）

③ご遺族ご親族に、故人様のお顔などを拭いていただく

脚絆とは、故人様が旅の途中、足に小石が直接当たることを防ぐために着けるスネ当てのことで

す。足袋を履かせたときと同様、ご遺族ご親族２名１組になって、故人様のスネの部分に脚絆を

着けていただきます。このときも、葬祭スタッフは故人様の足を持っているご遺族の補助を行

⑥故人様のスネに脚絆を着ける
きゃはん

【足袋を履かせる際の説明例】

「こちらは、故人様に履かせていただく 『足袋』 でございます」

「お二人で履かせていただきますが、その際お一人が故人様の足をお持ちいただき、もうお一人

　が履かせてください」

「なお、紐を結ぶ際は、後ろで交差させて前の方で立て結びにしてください」

ご遺族ご親族２名１組になって、故人様の足に足袋を履かせ

ていただきます。一人が故人様の足を持ち、もう一人が故人

様に足袋を履かせていただきますが、葬祭スタッフは、故人

様の足を持っているご遺族を補助し、一緒に故人様の足を支

えるようにします。なお、足袋の紐は足首で交差させて、前で

立て結びにしていただくよう案内します。

⑤故人様に足袋を履かせる
た び

足袋
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葬儀告別式の施行及び
　　お別れの儀と出棺業務の概要第 章12

１．葬儀告別式施行の概要

（１）葬儀告別式の流れ

①ご導師を式場にお連れする
葬儀開式時刻が近づいたら葬祭スタッフは導師控室に行き、ご導師を導師控室から式場まで

お連れします。式場に到着したら司会者に合図を送り、ご導師の到着を伝えます。

【言葉の例（司会者）】

「ご導師様ご入場でございます」

「皆様、合掌をもってお迎えください」

②ご導師入場を案内する

ご導師の到着を確認したら、司会者はご導師入場を案内します。ご導師入場時は参列者一

同合掌をしてお迎えするように案内し、司会者自身は３０度の角度のお辞儀をしてお迎えしま

す。なお、ご導師を式場にお連れした葬祭スタッフは、司会者の入場案内に合わせて扉を開

け、合掌最敬礼をしてご導師を見送ります。

【言葉の例（司会者）】

「ただ今より、故○○様のご葬儀並びに告別式を開式いたします」

「本日、お勤め賜りますご導師様は、○○宗○○寺、□□様でございます」

③葬儀告別式の開式を案内する

ご導師が着席されたら 「お直りください」 と言って、参列者に元の姿勢に戻

るように案内します。司会者自身も元の姿勢に戻ったら参列者の方を向き、

葬儀告別式開式の挨拶を述べます。なお、開式の挨拶と同時にご導師の

紹介も行います。

注意するポイント

・ゆっくりとした口調で開式を案内し、ご導師の紹介は間違いのないように慎重に行う。

※地域や宗派によって異なる場合があります

１０９



【言葉の例（司会者）】

「それではここで、拝受いたしておりますご弔電を代読のうえ、奉呈させていただきます」

司会者は弔電（電子郵便を含む）を読み間違いのないように十分注意して読みます。司会者が

弔電を読んでいる間、葬祭スタッフは姿勢を正して司会者の横に立ち、読み上げが終了しそうな

タイミングで弔電をのせるためのお盆（賞状盆）を準備します。司会者は弔電を読み終えたら、葬

祭スタッフが持つお盆の上にのせ、葬祭スタッフはお盆を祭壇に奉呈します。

⑤弔電拝読及び弔電を祭壇に奉呈する

司会者によるご導師の紹介が終わったら、ご導師による読経などにうつります。その間、司会者と

葬祭スタッフは、姿勢を正して待機します。

④ご導師が読経・引導を開始する

【言葉の例（司会者）】

「これより、ご弔辞を賜ります」

「故○○様の古くからのご友人でいらっしゃいます○○様、祭壇の前にてお願いいたします」

司会者が弔辞をされる方を紹介し、祭壇の前にお呼びします。このとき葬祭スタッフは司会者の

案内に合わせて祭壇前にマイクを準備し、弔辞をされる方がマイクの前に立ったらマイクスタンド

の高さや向きを調節します。

⑤弔辞の案内をする

【言葉の例（司会者）】

「ただ今より、ご遺族並びにご親族の皆様の

　お焼香でございます」

「喪主○○様、お焼香をお願いいたします」

司会者がご遺族ご親族による焼香を案内したら、葬祭スタッフは喪主席に向かい、喪主様を焼

香台へ誘導します。喪主様が焼香を終えたら、ご遺族ご親族席に行き、複数名一緒に焼香し

ていただくように伝え、焼香台へ案内します。

⑥ご遺族ご親族による焼香を案内する

「ご遺族並びにご親族の皆様、○名様ずつ

　お焼香をお願いいたします」

（喪主様が焼香を終えたら）

焼香台
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１４３

言葉 ・動作など人物

■事前相談対応を開始する

お　　客　　様 「よろしくお願いします」

お　　客　　様 「どうぞ、構いません」

「実は私の父親が入院中で、自分にもしものことがあったら家族葬で送って

　ほしいと言うのですが、家族葬がどのようなものか分からないので、教えて

　いただこうと思って来ました」

「それでは、家族葬についてご説明させていただきます」相談スタッフ

「ご家族とご親族を中心に２０名様から３０名様のご人数で行
　われるご葬儀が、一般に家族葬と呼ばれております」

相談スタッフ

注意 お客様の話を記録に残す場合は、事前に確認し、許可をいただくよう

にする

「大変失礼ではございますが、本日はどのようなご相談でいら
　っしゃいますか」

「お差し支えなければ、ご相談内容のメモを取らせていただい
　てもよろしいでしょうか」

相談スタッフ

動作 メモ用紙を用意し、姿勢を正してお客様に話しかける

「さようでございますか…」相談スタッフ

「お父様、ご心配ですね」

動作 真剣な表情でお客様の話を聞き、気遣いの言葉を掛ける

◎視線はお客様の口元周辺に置き、真剣な表情で話を聞く

◎適切なタイミングで相槌を打ち、気遣いの言葉を掛ける

葬祭ホールへ来館されたお客様への事前相談対応業務

お客様に相談内容をたずねる場面 ５
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１６０

言葉 ・ 動作など人物

注意

・  上掛け布団は、敷布団とストレッチャーの間に挟み込む

・  ストレッチャーの高さを戻すときは、故人様の頭側から少しずつ戻す

動作 ストレッチャーを移動するための準備をする

◎上掛け布団を故人様に掛ける

◎ストレッチャーを元の高さに戻す

◎下げていたストレッチャーのガードを上げ、安全ベルトを故人様に掛　けて

　　ロックする

搬送スタッフ

注意

・  ２名で搬送業務を行う場合は、お互いにお辞儀のタイミングを合わせる

・  故人様を移動する際、「せーの」という掛け声はかけない

搬送スタッフ 動作 故人様をベッドからストレッチャーに移動する

◎故人様に触れる前に、気をつけの姿勢を作り、３０度の角度でお辞儀を

　　する

◎ストレッチャー側から手を伸ばし、故人様の上半身と下半身に手を入れ、

　　手前にスライドさせる

◎「１、２、３」 と掛け声をかけ、タイミングを合わせて故人様をストレッチャー

   に移動する

動作 ご遺族の方を向いて姿勢を正し、両手を体の前に組んだ状態で１５度

の角度のお辞儀をしながら言う

「それでは準備が整いましたので、皆様もご一緒にご移動を
　お願いいたします」

■故人様を遺体搬送車に安置する

搬送スタッフ

注意 病室以外（廊下等）でご遺族に待っていただいている場合についても

同様に声を掛け、移動のお願いをする

遺体搬送業務、及び遺体安置業務

故人様をベッドからストレッチャーに移動する場面 ３
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１６５

言葉 ・ 動作など人物

ご　　遺　　族 「分かりました」

搬送スタッフ

故人様の安置場所までの移動を開始する

■遺体搬送車からストレッチャーを引き出し、玄関に移動する

「それでは、これより故人様をお部屋へとお連れいたします」

搬送スタッフ 動作 移動を開始する前に、故人様に向かってお辞儀をする

◎遺体搬送車の後方に姿勢を正して立ち、３０度の角度で故人様に向か

    ってお辞儀をする

搬送スタッフ 動作 ストレッチャーから担架部分を外す

◎ストレッチャーを喪家様宅玄関前で止め、レバーを操作して担架部分を

　　外す

◎喪家様宅内は、担架の状態にして故人様を移動する

搬送スタッフ 動作 遺体搬送車からストレッチャーを引き出す

◎遺体搬送車のバックドアを開け、ストレッチャーを止めているストッパー

　　のロックをはずす

◎遺体搬送車からストレッチャーをゆっくりと引き出す

◎故人様の頭側を前にして、喪家様宅の玄関まで慎重に向かう

注意 ストレッチャーを勢いよく引き出すと車軸がロックされていない場合が

あるので注意する。（車軸のロックを確認する）

搬送スタッフ

動作 喪家様宅に神棚があった場合は、理由を説明した上で、神棚に半紙を

貼る

「神道において 『死』 は 『穢れ』 であるため、『穢れ』 が中に

　入り込まないように、神棚に半紙を貼らせていただきます」

けが

遺体搬送業務、及び遺体安置業務

遺体搬送車からストレッチャーを引き出し、玄関で担架の状態にする場面 ８

１８章第



１６８

言葉 ・動作など人物

搬送スタッフ 「お待たせいたしました」

「枕飾りの準備が整いました」

搬送スタッフ

■末期の水を案内する

「恐れ入りますが、故人様が生前愛用されていた湯飲みは、
　ございますか」

「申し訳ございませんが、そちらにお水を入れていただいても
　よろしいでしょうか」

動作 枕飾りの準備が整ったら、故人様が生前愛用されていた湯飲みに水を

入れたものを用意していただく

ご　　遺　　族 「これでいいですか」

搬送スタッフ 動作 枕飾りを設置する

◎経机を組み立て、香炉や燭台などを丁寧に置く

◎枕飾りをセットし終えたら、経机の前に座布団を置く

◎座布団は縫い目のない方を手前（正面）にして置く

【枕飾りセットの例】

＜手前側＞

花立て

線香立て

経机

香炉 鈴（りん）

鈴棒（りんぼう）

燭台

座布団

（※縫い目のない方を手前側にする）

遺体搬送業務、及び遺体安置業務

ドライアイスの処置を終え、枕飾りを設置する場面 11
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１７４

言葉 ・動作など人物

動作 膝行を２回して、枕飾りに近づく

注意 膝行とは、両手の親指を立てた握りこぶ

しを両膝の横に置き、両腕に力を入れ、

膝を軽く浮かせて前に進むこと

受注スタッフ

注意 座布団は本来、動かさないのが礼儀とされているため、他の場面で座

布団を動かすことはしない

受注スタッフ 動作 両手で座布団をよける

◎座布団の両端に両手を添え、故人様の頭と反対の方向によける

受注スタッフ 動作 お辞儀をして合掌する

◎姿勢を正し、故人様に対して合掌する

◎合掌した姿勢のまま、中程度の深さのお辞儀
　　をする

注意 合掌は両手を合わせ、手と胸の間は握りこぶし１個分あけ、両手の指

先は斜め４５度で天に向ける

受注スタッフ 動作 線香に火をつけ、香炉に立てる

◎線香に火をつけたら手の平で数回仰いで火を消し、香炉に立てる

（※宗派によっては線香を寝かす場合もある）

■故人様にお線香をあげる

喪家様に案内され、故人様が安置されている和室に入る

受注スタッフ 動作 枕飾りの前にある座布団の
手前に正座をする

◎枕飾りの前にある座布団には座らず、

　　手前側に正座をする

葬儀受注打ち合わせ業務

和室の部屋で故人様にお焼香をさせていただく場面 ３
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言葉 ・動作など人物

葬祭スタッフ

注意 六文銭と頭陀袋を片手で同時に渡さないようにする

動作 六文銭と頭陀袋について説明する

◎六文銭と頭陀袋について説明したら、それぞれを両手で丁寧にご遺族

　　ご親族に手渡す

葬祭スタッフ

■故人様の手に数珠を掛ける

「故人様が生前愛用されていた、お数珠
　はございますでしょうか」

「ございましたら、生前ご愛用のお数珠を
　故人様の手にお掛けください」

「ございませんでしたら、こちらのお数珠
　を故人様の手にお掛けください」

動作 故人様愛用の数珠の有無を確認する

◎故人様が生前愛用されていた数珠がある場合は、その数珠を故人様の

　　手に掛けていただく

◎故人様が生前愛用されていた数珠がない場合は、旅支度セットの数珠

　　を両手で丁寧にご遺族ご親族に手渡し、故人様の手に掛けていただく

注意 故人様の指が硬直していて、お数珠が掛けにくい場合は、故人様の

指を少し上げ、その間にお数珠を掛ける

葬祭スタッフ

■故人様の頭の近くに天冠を置く

「こちらは、故人様の額に着ける 『天冠』 でございます」

「最近では、故人様にお着けせず、故人様の頭の近くにお入
　れすることが多くなっております」

数珠

２０１

喪家様宅での納棺旅支度業務

場面 ６

２０章第
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言葉 ・動作など人物

弔辞をされる方 動作 名前を呼ばれて席を立ち、マイクの前へ移動する

葬祭スタッフ 動作 司会者の案内に合わせて、マイクを祭壇の前に移動する

◎マイクスタンドを祭壇前の所定の位置に置き、弔辞

　　をされる方がマイクの前に立つのを待つ

■弔辞の案内と弔辞をされる方のサポートをする

「これより、ご弔辞を賜ります」

「故○○様の古くからのご友人でいらっしゃいます○○様、祭
　壇の前にてお願いいたします」

司　　会　　者

動作 弔辞を案内し、弔辞をされる方を祭壇前にお呼びする

◎マイクを準備する葬祭スタッフの動きを確認しながら案内する

葬祭スタッフ 動作 マイクを元の位置に戻す

◎弔辞が終了したら、マイクスタンドを両手で持ち、元の位置に戻す

動作 弔辞をされる方に合わせて、マイクスタンドを調節する

◎弔辞をされる方の身長に合わせてマイクスタンドの高さを調節すると同

　　時に、マイクの向きも正しい方向に向ける

◎マイクの調節が終わったら、弔辞をされる方にお辞儀をして、所定の位

　　置に戻る

「失礼いたします」葬祭スタッフ

（マイクスタンドを調節するとき）

「○○様、ありがとうございました」司　　会　　者

（弔辞が終了したら）

２３６

葬儀施行業務及び葬儀運営業務

場面 ３

２４章第

弔辞をされる方をマイクの前へ案内し、マイクスタンドの高さを調節する

ご導師の読経及び引導が終了する



言葉 ・動作など人物

葬祭スタッフ 動作 ご遺族ご親族をお棺の周りに案内
する

◎ロビーで待っているご遺族ご親族に対し、式場の入口方向に手を挙げ

　　ながら、お別れの儀の開始を案内する

◎式場の中に入ったご遺族ご親族に対し、お棺の周りに集まるようにご案

　　内する

■お別れの儀の開始を案内する

「お待たせいたしました」

「お別れの儀の準備が整いました」

「ご遺族並びにご親族の皆様は、お棺の
　周りへとお進みください」

司　　会　　者

葬祭スタッフ 動作 お棺のフタを開け、ドライアイスを取り除く

◎お棺の前後に１名ずつ立ち、ゆっくりとお棺のフタを開ける

◎故人様に合掌をしてから、ドライアイスを丁寧に取り除く

（※お棺のフタは、 ご遺族ご親族が集まったところで開ける場合もある）

葬祭スタッフ 動作 祭壇の花を摘み、お盆にのせて待機する

◎祭壇から摘んだ花をお盆の上にのせて待機する

注意 お花をのせたお盆の持ち方

左腕を直角に曲げて体につけ、 お盆の中心に手を拡げて支える。 右

手はお盆の横に添える。 このとき、 右手の親指をお盆の内側に入れ

ないように注意する。

（右利きの場合）

動作 喪主様を故人様のお顔の近くに案内し、お棺の方を向いて立ってい

ただく

「恐れ入りますが、喪主様は故人様のお顔のお近くにお立ち
　いただけますでしょうか」

葬祭スタッフ

柩

２４４

お別れの儀及び出棺業務

場面 ２

２５章第

お別れの儀の準備が整い、ご遺族ご親族をお棺の周りに誘導する



２６９

言葉 ・動作など人物

「恐れ入りますが、故人様にお線香をあげさせていただいて
　もよろしいでしょうか」

葬祭スタッフ

動作 請求書をお渡しする前に、故人様にお線香をあげさせていただくお願

いをする

■故人様にお線香をあげさせていただく

喪　　家　　様 「ありがとうございます」

「お願いします」

「早速で恐縮ではございますが、ご請求書をお渡ししてもよろ
　しいでしょうか」

葬祭スタッフ

動作 カバンの中から請求書を取り出しながら、喪家様にたずねる

■和室で喪家様に請求書をお渡しする

喪　　家　　様 「はい、結構です」

葬祭スタッフ 動作 故人様にお線香をあげる

◎置いてある座布団の手前に正座をし、座布団を両手で横に移動する

◎正座の状態から膝行を２回して香炉に近づく

◎胸の前で合掌し、中程度の深さで頭を下げる

◎膝退を２回して元の位置に戻り、よけた座布団を両手で元の場所に戻す

◎火をつけた線香を片手であおいで火を消し、香炉の中央奥に立てる

　　（線香を寝かせる宗派もある）

「ありがとうございます」

「こちらが先日のご請求書と明細書でございます」

「何卒、よろしくお願いいたします」

葬祭スタッフ

葬儀後の喪家様対応業務

場面 ４

２８章第

故人様にお線香をあげさせていただいた後で、ご請求書をお渡しする



２７０

言葉 ・動作など人物

喪　　家　　様 「分かりました」

「今週中に、こちらの振込先に振り込んでおきます」

「ありがとうございます」

「よろしくお願いいたします」

葬祭スタッフ

動作 両手をヒザの上に置き、中程度の深さでお辞儀をする

「本日は、お忙しいところありがとうございました」

「お風邪など引かれませんよう、お体をくれぐれもご自愛くだ
　さい」

葬祭スタッフ

動作 両手をヒザの上に置き、中程度の深さでお辞儀をする。お礼の挨拶が

済んだら、姿勢を正してゆっくりと立ち上がる

「ご葬儀後のことで、何かお困りのことなどございませんでし
　ょうか」

「もしもございましたら、ご遠慮なくおたずねください」

葬祭スタッフ

動作 喪家様の口元に視線を置いて、優しい口調でたずねる

■お礼の挨拶をして喪家様宅を辞去する

喪　　家　　様 「分かりました」

動作 封筒から請求書と明細書を取り出して広げたら、喪家様が読める向き

にして両手で渡す

葬祭スタッフ

「それでは、失礼いたします」葬祭スタッフ

動作 喪家様の方を向いて姿勢を正し、３０度の角度のお辞儀とともにはっき

りとした口調で辞去の挨拶をする

喪家様宅の玄関で辞去の挨拶をする

葬儀後の喪家様対応業務

場面 ５

２８章第

喪家様に困り事がないかをたずねた後で、喪家様宅を辞去する



 「失礼いたします」と挨拶をして、引き

　手に近い方の手でふすまを体の中央

　まで開けます

部屋に入ったらお盆を体の前方に置い

て、静かにふすまを閉めます

　片足を体の方に引き寄せて、立ち上が

　る準備をします

３．お盆を持って跪座の体勢を

　　作る
４．立ち上がる準備をする

１．取っ手に近い方の手で

　　ふすまを開ける

部屋に入り、ふすまを

閉める

２．

「失礼いたします」

※跪座・・・つま先を立てた座り方

※引き手・・・ふすまに手を掛ける部分

　両手でお盆を持ったら跪座の体勢を作

　ります

きざ

巻　末（１） お寺様へのお茶の出し方・・・１～４

２８２



７．座卓へ向かって歩く ８．下座の位置に座る

５．お盆を持って立ち上がる ６．静かに向きを変える

　お盆にのせたお茶に注意して、真っ直ぐ

　上に立ち上がります

　立ち上がったら右足を引いて、お寺様の

　方へ静かに向きを変えます

　お辞儀ができるスペースをとって座卓に

　近づき、下座となる位置に静かに腰を下

　ろします

　お盆の水平を保ちながら、座卓に向かっ

　て歩きます

巻　末（２） お寺様へのお茶の出し方・・・５～８

２８３



２９．立ち上がる準備をする ３０．下座側の足から部屋の外
　　　　に出る

３１．下座側にお盆を置く ３２．ご挨拶をして退室する

「失礼いたします」

　お盆を持ったまま跪座の体勢から片足

　を体の方に引いて、立ち上がる準備を

　します

　立ち上がったら、お寺様にお尻を向け

　ないように体の向きを変え、下座側の

　足から部屋の外へ出ます

　部屋の外へ出たら下座側になる体の横

　にお盆を置き、お寺様の方を向いて正

　座をします

　両手を膝に付け、中指が畳に付く体勢
　になり、浅い角度のお辞儀とご挨拶を
　して退室します

巻　末（８） お寺様へのお茶の出し方・・・２９～３２

２８９


