
ガイドブック





自然の中に眠り、森を育てるお墓。

フクロウや渡り鳥のサシバが子育てをし
小川にはゲンジボタルが生息する美しい丘陵地。
その丘の上にある森の墓苑では
墓石ではなく、地域にもともとある木の苗木を植え
野草とともに育てています。
やがて、春にはヤマザクラが花を咲かせ
秋にはコナラのどんぐりがなる
明るい林となります。

かつて開発で失われた森の一部を
生きものとともに育むことで
再び豊かな自然の森に戻していきます。
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合葬墓
[野の花]

合葬墓
[樹]

この地域に自生する木を植樹します。約1.5㎡の区画に、原
則2名様までのご遺骨を埋葬します。3名様以上の埋葬や、
改葬・墓じまい等をお考えの場合は、別途ご相談ください。
眺望区画や、高木区画もご用意しています。

全ての埋蔵指定者が埋葬されるまで、生前管理料がかかります。生前管理料は
一括前払いも可能です。保証金は預かり金のため、消費税は非課税です。
[費用内訳] 生前管理料：指定区画及び墓苑の維持管理費、事務手数料

生前契約の場合

   標準区画・眺望区画 高木区画

生前管理料（年間）  9,777 円 12,223円

保証金（契約時のみ）  19,554円 24,446 円

苗木の植栽後2年以内は無償です。

苗木補植の費用（植栽後3年目以降） 20,370 円

ご遺骨の埋葬と同時の場合は無償です。ペットのみのご契約はできません。種
類は問わず、犬4頭、猫8頭までの焼骨を埋葬できます。お骨を入れる白布袋（綿
等の天然素材）をご用意ください。　[費用内訳] 埋葬費、ネームプレート代

ペット埋葬の費用 20,370 円

[費用内訳] 埋葬費、白布代、ネームプレート代、事務手数料

お二人目以降の埋葬費用 101,852 円

[区画の種類 ]

個別墓  こべつぼ

埋蔵管理委託料

  標準区画（約1.5㎡） 眺望区画（約1.5㎡） 高木区画（約3.0㎡）

ひばり 662,037 円  1,324,074 円

せきれい 763,889 円 865,740 円 1,527,777 円

うぐいす 865,740 円 967,593 円 1,731,481 円

みそさざい  2,037,037 円
高木区画は2区画分に、より大きく育つ高木を植える区画です。
[費用内訳] 区画使用料、区画及び墓苑の維持管理費、苗木代、お一人目の埋
葬にかかる費用（埋葬費、白布代、ネームプレート代）、事務手数料

ネームプレート（大）
個別墓用

ネームプレート（小）
合葬墓[樹]用

個別墓

3種類のお墓をご用意しています。継承者の必要はなく、宗教を問いません。
埋葬後の管理費は不要、将来は自然保全区画となり再販売はいたしません。
合葬墓 [野の花 ]以外は、ペットも一緒にお入りいただけます。

表示価格は消費税込みです
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合葬墓  がっそうぼ  [野の花]

この地域に自生する木をシンボルとして植え、
その周りを囲む合葬墓です。約50cm四方の
区画に、1名様のご遺骨を埋葬します。埋葬場
所は選ぶことができ、ご家族やご友人などで隣
り合うご契約も可能です。

生前管理料は一括前払いも可能です。保証金は預かり金のた
め、消費税は非課税です。
[費用内訳] 生前管理料：指定区画及び墓苑の維持管理費、
事務手数料

生前契約の場合

  1区画

生前管理料（年間） 4,889 円

保証金（契約時のみ） 9,778 円

各区画共通その他の費用

ネームプレートは、ご希望により再製作をいたします。
ペット納骨白布袋は、ご用意いただけない場合の費用と
なります。

ネームプレート再製作（大） 15,277 円

ネームプレート再製作（小） 8,148 円

書類の再発行 10,186 円

ペット納骨白布袋（1枚） 550 円

ご遺骨の埋葬と同時の場合は無償です。ペットのみのご契約
はできません。種類は問わず、犬２頭、猫４頭までの焼骨を埋
葬できます。お骨を入れる白布袋（綿等の天然素材）をご用意
ください。
[費用内訳] 埋葬費、ネームプレート代

ペット埋葬の費用 20,370 円

埋蔵管理委託料

   1区画（約50cm四方）

こなら 305,555 円

やまざくら 356,481 円
一つの合葬墓には、約200の区画があります。「こなら」のみ、
長南町の「ふるさと納税」での申し込みができます。
[費用内訳] 区画使用料、区画及び墓苑の維持管理費、埋葬に
かかる費用（埋葬費、白布代、ネームプレート代）、事務手数
料

この地域に自生する草花をシンボルとして植え
る合葬墓です。約30cm四方の区画に、1名様
のご遺骨を埋葬します。1つの合葬墓につき、
定員8名様となります。ご契約順にお骨を納め、
定員となり次第土を入れ埋葬します。

埋蔵管理委託料

   1区画（約30cm四方）

たんぽぽ 154,000 円

すみれ 176,000 円
生前契約、ペットの埋葬、ネームプレートの設置は、できない
区画となります。
[費用内訳] 区画使用料、区画及び墓苑の維持管理費、埋葬に
かかる費用（埋葬費、白布代）、事務手数料

合葬墓  がっそうぼ  [樹 ]
じゅ
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ススキ－チガヤ群落

開苑 20年後 50年後

クヌギ－コナラ群集

植物の遷移

当苑では、遷移にゆだねながら自然の保全や再生をすることを目的としています。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

[管理方針 ]

苗木について

● 区画に植えた苗木は、遷移にゆだねることを原則として、墓参者の安全と森林管理を考慮し、必
要最低限の管理を行います。
● 自然の遷移の中で、樹木同士の干渉や天変地異、野生動物の影響など、避けがたい影響を受け、
苗木が折れたり枯れたりする可能性があります。植栽後2年以内に枯れてしまった場合は、無償で
補植します。また3年目以降は、実費を負担いただいて補植することが可能です。補植の有無や時
期などは、ご相談の上決定します。

  開苑～ 50年　チガヤやススキなどが生える草地
と、コナラとヤマザクラが優占する明るい落葉広
葉樹林を目指します。
管理方針
● 埋葬後原則30年間は、安心してご納骨やお
参りをしていただけるよう、区画や苑路等は適
切に管理いたします。
● 契約が終了した区画は、自然保全区画として、
草刈りなどの頻度を減らし自然の遷移にゆだね
る管理を目指しますが、周辺の区画の管理・利
用状況と併せて必要最低限の管理を行います。

  50年以降　徐 に々森林としての管理に切り替え、
将来的に房総丘陵の潜在的な姿であるスダジイ
やアラカシが優占する常緑広葉樹林を目指します。
管理方針
● 50年（2067年）以降は、墓苑全体を一つの自
然保全地とし、徐 に々草刈りなどの頻度を減らし
自然の遷移をより一層促す管理に移行します。
● 埋葬からの年数にかかわらず区画までお参り
に行きにくくなるかもしれませんが、区画の位置
は測量を行っているため特定できます。また、
手前に参拝所を設けます。ご納骨も可能です。
● 区画の再販売や再開発はしません。将来にわ
たり本物の自然の森として墓地を守り続けます。

区画と墓苑全体について
目標とする森は調査や文献をもとに、
遷移の段階にそって想定しています。

ホソバカナワラビ－スダジイ群集
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所在地：千葉県長生郡長南町市野々 815-2　
面積：9,593㎡
全区画数：1,404
施設：管理棟（多目的トイレ、休憩所、水場、
管理事務室、AED）、駐車場
経営主体：公益財団法人日本生態系協会
経営許可年月日及び許可番号：
平成27年3月3日  第26-2号（長南町）

[区画図 ]
濃色は高木区画となります。
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こなら

くり

やまぼうし

やまざくら

ねむのき

むくのき

えのき

やまつつじ　　　

えごのき

うぐいすかぐら

やぶつばき

かまつか

きはぎ

さんしょう

まゆみ

こまゆみ

むらさきしきぶ

やぶむらさき

まるばうつぎ

がまずみ

こばのがまずみ

[樹木リスト]

低 木 高 木 雌雄異株

古名「あかつつじ」のとおり、淡
い赤色の花が春の山で目を引く、
この地域に自生するつつじです。
年に2回葉をだす常緑の木で、
夏に出た葉が冬を越します。

やまつつじ
山躑躅
花4月～ 5月　実9月～ 10月

低 木

初夏に白く清楚な花を枝いっぱ
いにつけます。うつむくように咲
く無数の花は、甘い香りをよく放
ちます。卵型の実は、昔せっけ
んの代わりに洗濯に使っていた
そうです。

えごのき
えごの木
花5～6月　実9～10月

低 木

株ごとに雌雄が分かれている種類。将来、実
をつける可能性があるのは雌株です。苗木で
は区別できないものもあります。

2020年4月現在
苗木の育成状況や季節によってお選びいただ
ける樹種や植樹時期が、ご希望に添えない可
能性があります。予めご了承ください。

個別墓では樹木リストの中から、お好みの樹木を選んで植えることができます。
現在、低木区画では14種、高木区画では7種をご用意しています。 
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ラッパ状の薄紅色の花が咲き、
初夏のころに瑞々しく透き通っ
た赤い実をつけます。この実は
ほんのり甘く食べられます。

うぐいすかぐら
鶯神楽
花3月～4月　実5月～6月

低 木

枝先に白い花が集まって咲きま
す。秋に赤色に熟す実を目当て
に鳥たちが集まります。材が丈
夫なため、鎌などの柄に使われ
ていたことが名前の由来です。

かまつか
鎌柄
花4月～5月　実10月～12月

低 木

冬に赤く大きな花を咲かせます。
花には蜜が多くあり、小鳥たち
が訪れます。「椿」の字は、旧暦
の春に花が咲く木という意味を
あらわしています。

やぶつばき
藪椿
花2月～4月　実10月

低 木
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夏に、白色と紫色のツートンカ
ラーの上品な花を咲かせます。
小さなマメ（実）は秋にベージュ
色に熟します。

きはぎ
木萩
花7月～9月　実10月～11月

低 木

低 木雌雄異株

秋に薄紅色に熟す実が目を引く
木です。実が割れると、中から
４つの鮮やかな橙色の種がのぞ
きます。枝に弾力があり、弓の
材料になったことから真弓という
名がつきました。

まゆみ
真弓
花5月～6月　実10月～11月

樹木全体に香りがあり、古くから
薬味や漢方として利用されてい
ます。実がはじけることと辛味と
いう意味から、ハジカミとも呼ば
れます。アゲハが好んで卵を産
みます。

さんしょう
山椒
花4月～5月　実9月～10月

低 木雌雄異株
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赤橙色に色づく実は、割れると
中から２つの橙色の種子が姿を
現します。秋が深まると、深紅
の鮮やかな紅葉が見られます。

こまゆみ
小真弓
花4月～5月　実10月～11月

低 木

光沢のある紫色の果実の美しさ
から紫式部の名をつけたともい
われています。まっすぐで堅い
幹は、金づちなどの柄に使われ
ます。

むらさきしきぶ
紫式部
花6月～7月　実9月～11月

低 木

むらさきしきぶより大きめの濃い
紫の実をつけます。秋には黄に
色づいた葉と紫色の実の美しい
コントラストが見られます。葉は
ビロードのような手触りです。

やぶむらさき
藪紫
花5月～7月　実9月～11月

低 木
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白い可憐な花をたくさん咲かせ
ます。秋になると、小さな楕円
の葉は、日当たりのよい場所で
は赤く、日陰では黄色に色づき
ます。

まるばうつぎ
丸葉空木
花5月～6月　実9月～10月

低 木

初夏にたくさんの白い花が咲き
ます。秋が深まるにつれ、紅葉
とともに赤く熟す実は、秋の山を
彩り、鳥たちの大好物でもありま
す。

がまずみ
莢
花5月～6月　実10月～11月

低 木

がまずみに比べて葉が少し小さ
く、初夏にたくさんの白い花が咲
きます。赤く熟した実は、甘酸っ
ぱく、果実酒としても利用されま
す。

こばのがまずみ
小葉莢
花4月～6月　実8月～10月

低 木
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秋の味覚でおなじみのくりの実
は、縄文時代から食べられてい
たそうです。1本の木に雄花と
雌花があり、受粉した雌花がの
ちに美味しい実へと育って行き
ます。

くり
栗
花6月～7月　実9月～10月

高 木

早春に芽吹き、森は黄緑色に包
まれていきます。かつては薪炭
の生産を目的とした林の主要な
木でした。樹液にはカブトムシ
などが集まり、どんぐりはリスや
ネズミのごちそうになります。

こなら
小楢
花4月～5月　実10月

高 木

花のころの様子が、僧が白頭巾
をかぶったように見えるので、こ
の名がつきました。庭木にも多
く、秋には小さなサッカーボール
のような赤い実がつき、紅葉も
風情があります。

やまぼうし
山法師
花5月～7月　実9月～10月

高 木
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この地域に自生するさくらです。
そめいよしのより少し遅くに花を
咲かせ、花と同時に赤みを帯び
た若葉を出します。淡い白桃色
の花が新緑の山を彩ります。

やまざくら
山桜
花3月～4月　実5月～6月

高 木

よく茂るという意味の「も（茂）く」
からこの名が付きました。甘くて
おいしい真っ黒な実がなります。
鳥たちも好んでついばみ、種を
遠くに運びます。

むくのき
椋木
花4月～5月　実9月～10月

高 木

夜になると眠るかのように葉を
閉じるので、この名が付きまし
た。絹糸状の花は、白から薄紅
色にグラデーションがかかり、夕
暮れ時に花が咲きます。甘い香
りに虫たちが集まります。

ねむのき
合歓木
花6月～8月　実10月～11月

高 木
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旅の目印、一里塚のシンボルに
なるなど大きく広がった樹形は
遠くからよく見え、赤橙色の実
は野鳥の好物です。葉にはヤマ
トタマムシやオオムラサキなどの
虫たちが集まります。

えのき
榎
花4月～5月　実9月～10月

高 木



資料請求
お電話やホームページからお申込みいただけます。

説明会への参加
東京説明会（豊島区西池袋）
現地見学会（千葉県長生郡長南町）
お電話やホームページからお申込みいただけます。そ
のほか、個別の説明も承ります。いずれも予約制となっ
ておりますので、前日までにご連絡ください。
・見学せずご契約することも可能です

ご相談
区画の種類やご遺骨の数、木の種類など、ご事情に合
わせて適宜ご相談を承ります。お気軽にご連絡ください。

お申込み
申込書にご記入のうえ、FAX（03-5951-2974）また
はご郵送ください。申込書を受理後、お電話にて内
容の詳細について確認させていただきます。

契約書の作成
契約書等の必要書類を送付いたしますので、ご記入・
ご捺印のうえ、ご返信ください。

ご入金
契約書とともに請求書をお送りいたします。埋蔵
管理委託料等をご入金ください。

契約完了
ご入金確認後、契約書、使用許可証をお送りします。
お申込みから契約完了まで、約3週間かかります。

ご納骨二週間前まで

日時を決める
ネームプレートの製作や埋葬の準備等のため、約二週
間前までにご希望の日時をご連絡ください。

ご納骨日当日

白布にうつす
ご遺骨を袋状の白布に移し替えます。粉骨の必要はあ
りません。

ご遺骨をおさめる
あらかじめ空けた穴の
中に、ご遺骨を白布
ごとおさめます。

土をかぶせる
ご遺骨の上に直接土をかぶせます。ご納骨後のご遺
骨の取り出し、改葬はできません。

ネームプレートを置く
かぶせた土の上にネームプレートを置きます。ネームプ
レートの足を地面にさして固定します。

献花
ご希望の場合は、切り花を区画内においていただきま
す。花は後日スタッフが回収いたします。

植樹
個別墓でご契約の方は、苗木をあらかじめ用意した穴
に植えます。植樹時期はご相談の上決定します。

● ご遺骨は、ご納骨の当日に当苑までお持ちください。
● ご納骨の当日に「火葬許可証」と「森の墓苑使用許可証」を必
ずお持ちください。
● 所要時間は、一般的に約1時間です。
● 仏具、法要などをご希望の場合は、ご相談ください。
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[ご契約のながれ ] [ご納骨のながれ ]



Q.生前の契約はできますか？
合葬墓[野の花]以外は可能です。埋蔵管理委託料
の他、全ての埋蔵指定者が埋葬されるまでの間、生前
管理料が必要となります。一括前払いも可能です。

Q.管理費はかかりますか？
埋葬後の管理費はいただきません。埋蔵管理委託料
に管理費が含まれています。

Q.継承者や世話をする人は必要ですか？
特に必要ありません。

Q.個別墓に植える木は選べますか？
当苑で育てた地域に自生する苗木の中からお選びい
ただけます。園芸品種やご自宅の木などは植えること
はできません。

Q.埋葬はどのように行われますか？
詳細の流れはご相談の上決めさせていただきます。
献花や法要などは、お客様でご手配いただけます。

Q.腕時計など、遺品は埋葬できますか？
墓地と合わせて自然の森に戻すことを目的としている
ため、土にかえらないものは埋葬はできません。

Q.お線香はあげられますか？
管理棟前にご用意する祭壇にておあげいただけます。
区画内は火気厳禁となります。

Q.解約は可能ですか？
埋葬前であれば可能です。埋蔵管理委託料の半額
をご返金いたします。ただし、長南町「ふるさと納税」
の場合は、解約することはできません。

Q.改葬はできますか？
ご遺骨は白布に移し土の中に直接埋葬するため、埋
葬後の取出しや改葬はできません。

Q.車以外の交通手段はありますか？
茂原駅からタクシー（約25分）か、本数は限られてい
ますが茂原駅から路線バスがあります。現地見学会
のバスにお乗りいただくことも可能です。

前日までにご連絡ください
ご来苑の際には、前日までにフリーコールまでご連絡く
ださい。スタッフ不在で入れない場合があります。

火気類の使用はできません
山火事防止のため、管理棟前の所定の場所以外では、
お線香やろうそくの火気類の使用はお控えください。
苑内は全面禁煙です。

人工物の設営は定められた場所で
花立てや供物台等は所定の場所でのみ設営できま
す。お参りが終わりましたらお持ち帰りください。

飲食物のお供えものはお持ち帰りください
野生動物を誘因する可能性があるため、飲食物はお
持ち帰りください。

切り花はお供えいただけます
切り花はお供えしたままお帰りいただけます。後日ス
タッフが回収いたします。

看板やスタッフの誘導に従ってください
転倒などの事故を防ぐため、苑内では設置した看板
やスタッフの誘導に従ってください。

ペットはマナーを守ってお連れください
リード等でつなぎ、フンは必ずお持ち帰りください。他
のお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。
また、管理棟や苑路以外の立ち入りはご遠慮ください。

動植物の持ち出し・持ち込みはできません
スタッフの許可なく苑内の動植物を持ち出すことはで
きません。逆に苑内に植物を植えたり、動物を放すこ
ともお断りいたします。
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[よくある質問 ] [利用時のお願い ]

開苑時間

10：00～16：00
開苑時間は変更する場合があります。また、休苑日・年
末年始の日程は、ホームページをご覧いただくか、お電
話でお問い合わせください。



山内ダム

アバイディング
CGソサエティ　

大千葉CC

鶴舞CC

ラ・ヴィスタ
ゴルフリゾート

グレート
アイランドC

デイスター
GC

トーヨー
カントリー
クラブ

ゴールデン
クロスCC

米原GC

長南町
役場

光照寺
らーめん
八平

熊野の清水

東條商店 原商店

至茂原

大多喜
ハーブガーデン

セブンイレブン

セブンイレブン

セブンイレブン

GS

市原鶴舞IC

上総鶴舞駅
千田

長南

給田

阪本橋

横山

山小川

297

297

297

409

27

147

27

148

148

147

171

293

148

茂原長南IC

文

森の墓苑

ご来苑の際は前日までにご連絡ください。
フリーコール  0120-901-580  9:00-18:00
〒297-0144 千葉県長生郡長南町市野々815-2
カーナビマップコード  130 283 484 *71

N
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[森の墓苑  アクセス]

八坂神社

月読神社

至 大多喜

堀田バス
停留所 渡辺輪業

トーヨー
カントリークラブ

トーヨー
カントリークラブの看板

駐車場

森の墓苑
車でご来苑の方へ
カーナビをお使いの方は、マップコードをご利用いただくと正確な
位置が表示されます。または「トーヨーカントリークラブ」を目的地
に設定していただき、右図を参照のうえご来苑ください。墓苑の入
口付近には、自動車の整備工場や町循環バスの「堀田」停留所が
あります。なお、Googleマップには掲載されています。道に迷わ
れた際は、フリーコールまでお気軽にご連絡ください。

大多喜方面よりお
越しの方は、看板
をそのまま直進し
てください



森の墓苑

森の墓苑

圏央道・茂原長南ICより約11km、約15分

宮野木
ＪＣＴ

京葉
道路 圏央道

千葉東金
道路

千葉東
ＪＣＴ 森の墓苑

圏央道・市原鶴舞ICより約8km、約10分

圏央道東京湾アクアライン
川崎浮島
ＪＣＴ

木更津
ＪＣＴ

市原鶴舞
ＩＣ

東金
ＪＣＴ

茂原長南
ＩＣ

JR京葉線

JR外房線

JR総武線

JR内房線

小湊鉄道

東京

五井 上総
鶴舞

千葉
蘇我 大網 茂原 タクシー約25分　

タクシー約20分　

ご来所の際は前日までにご連絡ください。フリーコール  0120-901-580  9:00-18:00
〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-30-20 音羽ビル

お車でお越しの場合

電車でお越しの場合

N

| 東京 ‒ 茂原 | JR京葉線 特急わかしお（約55分）
 快速（約75分）
| 東京 ‒ 茂原 | JR総武線 快速（約80分）
| 千葉 ‒ 茂原 | JR外房線（約40分）
| 千葉 ‒ 五井 ‒ 上総鶴舞 | JR内房線・小湊鉄道（約60分） 
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[森の墓苑東京事務所  アクセス]

池袋駅（JR、東京メトロ、東武東上線、
西武池袋線）西口または、メトロポリタ
ン口より徒歩約10分です。
ヤマト運輸のある角を曲がり、50mほど
進みます。郵便ポストを目印に、タイル
張りの道を奥までお進みいただくと当協
会の事務所です。一階の受付をおたず
ねください。

公益財団法人 日本生態系協会
森の墓苑を運営している（公財）日本生態系協会は、30年以上にわたり、生存の
基盤である自然生態系を守り育て、自然と共存する美しいまちづくりやくにづくりを
目指した政策の提案や地域計画の支援を行っています。自然環境や自然再生、
生物多様性に関する調査研究や、環境教育をすすめるためのこども環境管理士
やビオトープ管理士の認証、また寄付や遺贈などにより自然地を買い取って守る
ナショナル・トラスト活動など、多岐にわたり、自然と共存する社会に向けた活動
を進めています。

Ｈ

自由学園明日館

ホテル
メトロポリタン

池袋
警察署

池袋
消防署

J R
池袋駅

ルミネ

ファミリー
マート TIP.X

HOKUO

メガネドラッグ

セブン
イレブン

東武
プラザ館

モス
バーガー

イタリアントマト

ヤマト
運輸

ローソン

すき家

河合塾

河合塾

西口

JR池袋駅（2F）
メトロポリタン口

公益財団法人 日本生態系協会
森の墓苑 東京事務所

〒 
郵便ポスト

極真会館
総本部



公益財団法人 日本生態系協会  森の墓苑東京事務所　
〒171-0021 東京都豊島区西池袋2-30-20音羽ビル
電話 03-5951-0244（代表）　FAX 03-5951-2974
ホームページ www.morinoboen.org

0120-901-580 9:00-18:00フリー
コール

お申し込み・お問い合わせ


