
合葬墓に関する市民アンケート
結果報告書

令和４年２月



１．性別について
男性４１％、女性５８％と女性の方が半数以上であった。

分類 件数 ％ 合計
１．男性 532 41%
２．女性 752 58%
無記入 18 1%

1．調査目的

 近年、少子高齢化の進展やライフスタイルの変化などから、お墓を承継する方がいな
い、自分の死後、子孫に迷惑をかけたくないなどという理由により、亡くなられた方の遺
骨を宗教・宗派にとらわれず、合同で埋蔵する合葬墓が全国的に注目されていることか
ら、合葬墓に関するニーズを把握するため、アンケート調査を実施しました

2．調査方法

⑴ 調査対象 満２０歳以上の市民の方３，０００名

⑵ 抽出方法 住民基本台帳により無作為抽出

⑶ 調査方法 調査票を郵送し、同封した返信用封筒により郵送回収

⑷ 調査期間 令和３年１１月１９日～１２月２０日

⑸ 回 収 数  １，３０２ 件（回収率４３．４％）

３．調査結果

1,302 

１．男性
41%

２．女性
58%

無記入
1%
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2．年齢帯について
年齢帯は６０歳代が一番多く、以下７０歳代、５０歳代と続いていた。

分類 件数 ％ 合計
１．20 歳代 74 6%
２．30 歳代 99 8%
３．40 歳代 178 14%
４．50 歳代 207 16%
５．60 歳代 304 23%
６．70 歳代 280 22%
７．80 歳以上 150 12%
無記入 10 1%

3．自分が埋葬されるお墓への意識について

分類 件数 ％ 合計
１．ある 1,027 79%
２．ない 263 20%
無記入 12 1%

自分が埋葬されるお墓について「考えたことがある」が７９％であり、「ない」の２０％を大きく上回った。

1,302 

1,302 
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４．お墓の所有の有無について

件数 ％ 合計
987 76%
231 18%
79 6%
5 0%

５．持っているお墓の場所について

件数 ％ 合計
１．市営霊園（長者森、芦野霊園） 107 8%
２．市内宗教法人(お寺など) 289 22%
３．市内地域墓地(共同墓地など) 416 32%
４．市外 218 17%
５．持っていない 201 15%
６．わからない 56 4%
無記入 19 1%

 

分類
１．持っている、もしくは引き継ぐ予定がある
２．持っていない、もしくは引き継ぐ予定がない
３．わからない
無記入

分類

「持っている(または引き継ぐ)」が７６％と「持っていない(または引き継ぐ予定もない)」の１８％を大きく上回っ
た。

1,302 

「持っている（または引き継ぐ）」お墓の場所は「市内地域墓地」が３２％と最も多く、「市内宗教法人」「市外」
と続いていた。

1,306 

１．持っている、もしく
は引き継ぐ予定がある

76%

２．持っていない、もしくは引き継ぐ予
定がない

18%

３．わからない
6%

無記入
0%

１．市営霊園（長者森、芦野霊園）
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２．市内宗教法人(お
寺など)
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６．持っているお墓に対する不満点について

件数 ％ 合計
88 6%

135 9%
227 14%

４．景観・周辺環境が良くない 30 2%
8 1%

29 2%
61 4%

599 38%
192 12%
94 6%
72 5%
37 2%

分類
１．維持管理料金が高い
２．交通の便が悪い
３．駐車場が狭い

５．「生前予約」ができない
６．お墓の区画数が少ない
７．清掃など管理が良くない
８．特になし
９．持っていない
１０．わからない
１１．その他
無記入

「持っている（または引き継ぐ）」お墓に対する不満点については、特になしが３８％と 最も多く、以下「駐車場
が狭い」「持っていない」と続いていた。

1,572 

１．維持管理料金が高い
6%

２．交通の便が悪い
9%

３．駐車場が狭い
14%

４．景観・周辺環境
が良くない

2%

５．「生前予約」
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1%

６．お墓の区画数
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７．五所川原市で【合葬墓】を整備することについて

件数 ％ 合計
939 72%
337 26%
26 2%

８．五所川原市で【合葬墓】を整備すべき理由について
各々の差は大きく出なかったが、「子孫に管理の負担をかけたくないから」が最も多かった。

件数 ％ 合計
１．自分たちのお墓を継ぐ、または管理する人がいないから 350 15%

２．子孫に管理の負担をかけたくないから 536 23%
３．従来型のお墓より個人が負担するお金がかからないから 273 11%
４．個人がお墓の維持管理をしなくて良いから 443 19%
５．市営なので、安心感があるから 416 18%
６．市営なので、特定の宗教にこだわらなくて良いから 274 12%
７．その他 57 2%

分類
１．整備する必要がある又は将来的な整備に向けて検討する必要がある
２．整備する必要はない
無記入

分類

「整備する必要がある又は将来的な整備に向けて検討する必要がある」が７２％と「整備する必要はない」の２６％
を大きく上回った。

1,302 

2,349 

１．整備する必要がある又は将来的
な整備に向けて検討する必要がある

72%

２．整備する必要はない
26%

無記入
2%

１．自分たちのお墓を継ぐ、または
管理する人がいないから

15%

２．子孫に管理の負担を
かけたくないから

23%

３．従来型のお墓より個人が負担する
お金がかからないから

11%

４．個人がお墓の維持管理
をしなくて良いから

19%

５．市営なので、安心感が
あるから

18%

６．市営なので、特定の宗教に
こだわらなくて良いから

12%

７．その他
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９－１．五所川原市で【合葬墓】を整備した場合の利用意思について
「利用したい」が５７％と「利用したくない」の１０％を大きく上回った。

件数 ％ 合計
535 57%
99 10%

278 30%
27 3%

９－２．合葬墓を利用したい場合の時期について
「わからない」が４７％と最も多く、「５年以上先」「いますぐにでも」と続いていた。

件数 ％ 合計
65 12%
11 2%
32 6%

エ．５年以上先 156 29%
オ．わからない 249 47%
無記入 22 4%

分類
１．利用したい
２．利用したくない
３．わからない
無記入

分類
ア．いますぐにでも
イ．２年以内
ウ．２～５年先

939 
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１．利用したい
57%

２．利用したくない
10%

３．わからない
30%

無記入
3%

ア．いますぐにでも
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2%
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6%
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オ．わからない
47%

無記入
4%
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１０．【合葬墓】の整備場所について

件数 ％ 合計
292 31%
268 29%
233 25%
79 8%
67 7%

１１．【合葬墓】の使用料金について
「１０万円未満」が７０％と最も多かった。

件数 ％ 合計
654 70%
142 15%
48 5%
11 1%
84 9%

各々差はあまり出なかったが、「長者森(市営霊園)・葬斎苑周辺」が３１％と最も多かった。
分類

１．長者森(市営霊園)・葬斎苑周辺
２．どこでもよい
３．わからない
４．１以外の場所
無記入

分類
１．１０万円未満
２．１０万円から１５万円
３．１５万円から２０万円
４．２０万円以上
無記入

939 

939 

１．長者森(市営霊園)・葬斎苑周辺
31%

２．どこでもよい
29%

３．わからない
25%
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8%

無記入
7%
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70%

２．１０万円から１５万円
15%

３．１５万円から
２０万円

5%

４．２０万円以上
1%

無記入
9%
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１２．五所川原市で【合葬墓】を整備すべきでない理由について

件数 ％ 合計
241 48%
92 18%
76 15%
47 9%
7 1%

11 2%
31 6%

分類
１．自分たちのお墓を継ぐ、または管理する人がいるから
２．従来型のお墓が良いから
３．共同埋葬に抵抗があるから
４．利用する人が少ないと思うから
５．宗教的な理由から
６．その他
無記入

合葬墓を整備すべきでない理由について、
「自分たちのお墓を継ぐ、または管理する人がいるから」が４８％で最も多かった。

505 

１．自分たちのお墓を継ぐ、
または管理する人がいるから

48%

２．従来型のお墓が良いから
18%

３．共同埋葬に抵抗があるから
15%

４．利用する人が少ないと
思うから

9%

５．宗教的な理由から
2% ６．その他

2%

無記入
6%
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１３．自由意見一覧

アンケート調査では、１，３０２件中、３９６件（３０．４％）の自由意見の記載がありました。
３９６件の自由意見については、以下の区分に分類したところ、１つの意見に複数の分類を行ったも
のもあるため、分類した意見数は４２１件となっています。

※自由意見の掲載に際しては、調査票への記入通りとしています。ただし、明確に誤記と判断される
場合や個人が特定される記述等については修正を行っています。

区分 意見数

１ 合葬墓は必要 １６４

２ 合葬墓に関する要望・意見

１１５

整備場所等 ３２

埋葬方法 １８

使用料金 ４２

その他 ２３

３ 現在の霊園の管理等に関する要望・意見

２７

共通 ８

長者森平和公園 １６

芦野霊園 ３

４ 合葬墓は必要ない ２５

５ その他 ９０

合計 ４２１

重複分類件数 ２５

意見総数 ３９６
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合葬墓は必要（１６４）

・少子高齢化により、墓を管理する人がいなくなると思う。空き家と同じ状況だと思います。市で合葬
墓が必要だと思います。

・墓じまいという言葉も最近ではよく耳にします。お墓の維持管理にも費用がかかるため、可能であれ
ば比較的安価で使用できる合葬墓があれば良いと思います。

・現在、墓地を持っているため私は必要ないけれど、もし合同のお墓があれば絶対利用したいと思いま
す。整備されることを希望します。
・子孫に管理の負担をかけたくないのが一番です。整備よろしくお願いします。
・子も孫も近くに住んでいますが、これから先どの様に変わるか、管理・墓参りと従来型であれば心配
です。そのことを考えると、市の「合葬墓」は大変有り難いことと思います。大賛成です。

・今日、このアンケートがきてとても喜んでいます。いつも気にかけている事なので。自分としては海
でもどこでもいいのですが、環境上そうもいかないと思って… 子供もこちらにいないし、守ってく
れるかどうかわかりません。市営霊園（合葬墓）が出来れば即申し込みたいと思っております。早く
合葬墓ができるよう願っています。私の周りにも墓じまいしたいと言っている方はたくさんおります。

・この先、少子化や独身の世帯が増加してお墓を管理する人がどんどんいなくなって粗末になってしま
う不安がある。TVで合葬墓を取り上げているのを見て五所川原にも作って欲しいなと思っている矢
先でしたので大賛成です。
・お墓は個人の自由であると思うが、選択肢として合葬墓はあった方が良いと思う。
・今回このようなアンケートを頂き改めて考えさせられました。自分達夫婦が亡くなった場合、子供達
に後を託せるかどうかは自信がありません。合葬墓は画期的な試みかと思います。実現に向け頑張っ
て頂きたいです。
・6月に実母が亡くなり、お墓について考えることがありました。今のところ家を継ぐ者もいないので
いずれは墓じまいをしなければならなくなると思っています。誰も手をあわせてくれない墓に入って
いるより、合葬墓の方が良いのではないかと考えるようになりました。

・市が合葬墓のことを検討してくれるのは本当にありがたいです。市外にお墓があり、子供が独身で管
理をどうするか心配していたところです。ぜひ実現をお願いします。

・これから、ますます単身者世帯が増えて、今はお墓を管理する人がいても将来的に無縁墓になってい
く数もまた増えていくと思われます。また、子供がいても負担をかけたくないと考えている親も多い
です。今の伝統的な墓を、墓じまいしても市で運営管理してくれる合葬墓があれば、そちらに移りた
いと考える人も出てくると思われます。市営の合葬墓は必要だと思います。その分野における先進的
な地域に五所川原市がなってください。
・五所川原市で合葬墓を整備するなら大賛成です。是非お願いします。
・ずっと五所川原市で合葬墓出来ないかなぁと思っていました。弘前市で出来たのでいいなぁと。お寺
さんの見学に行ったりして骨を預ける所を見て歩いたりしていました。ぜひ五所川原市で安心して預
けれる場所をつくって下さい。

・この度は、私達の思いのアンケートの件の事で大変良い事だと思います。是非とも実現化させて貰い
たいと思っています。大変ご苦労されると思いますが、どうか宜しくお願い致します。

・親族の理解度の低さや、責任の押し付け合いで頭の痛い案件です。不仲な義父母のために心から合掌
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する気にもなれず精神的負担が大きい。自分の子供には決して継承させたくない。自分が死亡した時
は、子供にそんな思いをさせたくないので、合同墓地的なことには賛成です。
・これからの世代の人には、とても必要であると思います。近々に実現させていただきたいです。
・子孫に管理の負担をかけたくないので合葬墓を利用したい(一人のみ)。
・合葬墓について、初めて知り悪くないなと思いました。「県内住みで後見人のいない独り身」は金銭面
も厳しい場合が多いと思われます。可能な限り予算はかからない方が事前予約など検討しやすいかな
とも思いました。
・日頃忙しく、お墓の管理が大変で子孫にも負担をかけたくないので、合葬墓はいいと思う。
・核家族化が進む昨今、墓所の管理・維持は避けて通れない問題。「自分の代までは…」との思いもある
が。市民として、市の管理による墓地・市営の霊園の整備・管理の充実を期待します。

・「墓じまい」を相談できる所があると良い。(今現在市役所にあるのか分からないが)誰もが皆お墓を継
いでいく訳でなく、子供がいない場合は、今管理しているお墓を墓じまいして自分は合葬墓に入りた
いと思っている人もいるのでは…。合葬墓があると老後の心配事が減る。一日でも早くできて欲しい。
・ぜひ早目にできるといいと思います。
・ぜひ希望する。
・今後独身者は増える一方である。そのような市民向けの墓は必要である。
・12年前に青森市内のお寺に説明を聞きに行きました。私はあった方がいいと思います。
・共同墓地は良いと思います。一人身の人やお金のない人が増えてるので自分も他人事ではないです。
モニュメントがあるのはかっこいいです。今は自由な埋葬の形が認められつつあります。故人の望む
形が一番良いですが、聞けない場合もありますし素敵な共同墓地で眠ってもらうのが良いと思います。
ただ、共用のマナーを守らない人がいると、お墓が汚なくなったり行きづらくなったりすると思いま
す。

・合葬墓はぜひ作ってほしいです。これからどんどん管理する人が減ると思う。合葬墓が一般的になり、
個人が墓の心配をしなくてよくなればイイと思います。

・市営霊園に合葬墓の区画が整備されたら市民はとても助かると思う。何が助かるかというと、墓を継
ぐ人が少なくなってきている事、放置されている墓が増えてきていること、これらを解決する為に合
葬墓の整備は有効で有意義な方法だと思う。
・市営霊園（合葬墓）があると先々の不安が１つ解消されるので良いと思います。
・自分の時までは良い。(お墓があるから) 次の世代には必要な人が増えると思うので、今からでも市の
方で検討を重ねていってほしいと思います。

・限界集落に住んでいるので、周囲は壊れた無人の家屋や小屋が何戸もあり防犯上不安です。住民の減
少に伴い、墓参りに来ないで草が生い繁り傾いたりしているのも目立ってきました。維持費は町会費
の中に含まれているので大したことはありませんが、あと 20 年後はどうなることやら…。子孫の心
配をしなくても合葬墓は必要だと思います。血のつながりよりも故郷の土に還る同じ人間として他人
同士でも仲良く墓参りして頂きたいものです。墓とは、生きている人間の心のよすがではないかと思
いますので心のこもった合同墓地を建てていただきたいと思います。
・後継者問題で実際に親の死後の世話をする人がいない。合葬墓は絶対に必要だと思う。
・自分の場合は今のところ墓を守ってくれる者がいるが、親戚では子供がいない、子供がいても県外に
住んでいる等、さまざまな家庭があるので必要な事だと思います。
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・私は結婚して主人の実家のお墓に入る事になりますが、悩んでいるのが現在入院中の私の実母の事で
す。事情があり入るお墓がありません。お寺に相談してみますが、そのような合葬墓があったら助か
るのですが…間に合いそうにないですね…

・承継者がいないので永代供養を考えていますが支払金額が高いと聞いているので払えないと思います。
合葬墓があれば是非参加したいと思います。

・お墓もなくお金もなく誰にも迷惑をかけたくないので合葬墓は必要だと思います。自分が死んだ後、
お墓について考えていましたのでとても助かります。

・我が家は本家と一緒にお寺にお墓がありますので心配ありませんが、知人は半年前に夫を亡くし、今
もお骨は家に置いてあるといいます。核家族の多い現代においては個人的に合葬墓は良い事だと思い
ます。

・子どもが家を離れているので墓を守る人がいない。できれば自分が墓じまいをしたいのだが夫と話し
合っていない。だから将来にわたって合葬墓に移してもらえばいいのではないかと思っている。

・自分の死後、どこにどのように埋葬されても死んでいるのだからOK!という考えは一定数いると思う
し、最悪ココがある!という安心感も得られるしいい事しかないと思います。

・全体的に合葬墓は必要と思いますが、自分では後継者が居ない為自分の代で永代供養して自分の分も
残さないように身内に話す予定です。

・納骨する永代供養墓がなかなかみつからず難儀しました。私共夫婦は子はおらず散骨を考えてもいま
すので、もし、公共の合葬墓ができれば大変ありがたく思います。

・子供に墓守をさせる負担を考えたら、かわいそうだという結論に達し、つがる市の永代供養してくれ
るお寺にお願いするつもりで腹をくくりました。車で 20 分以上かかるので車が運転できなくなった
ら簡単にはお参りできなくなるんだろうなと思っていました。近くにそういった場所が出来れば心強
く感じられると思います。大変な事業になると思いますが整えて頂ければうれしく思います。
・好む好まざるにかかわらず、合葬墓の時代がやってくると思う。
・お墓に対する意識がこれからどんどん変わっていくと思う。合葬墓もあり今までのお墓もありという
時代になってくると思う。利用者に必要とされる施設を計画して下さい。

・私は継ぐ墓があり、親族には墓がない方もいるので合葬墓があるとよいと思う。従来型は維持費など
支払いも多いが、合葬墓だと経費等の面でも良いと思う。もし、新しい合葬墓を作るなら都市の様子
も参考にしてみるとよいかと思う。
・一人暮らしが増えているので、将来的に合葬墓は必要だと思う。
・以前から考えていました。早めに出来る事を希望します。ちなみに北海道の千歳市は一体当り使用料
5,000 円と聞いておりますが…
・市営霊園（合葬墓）の整備は是非積極的に進めて頂きたい事案だと思います。
・お墓を持っていない市民は本当に困っていると思います。新規移住者を促進し活力ある自治体の柱の
一つだと思います。

・合葬墓はあったほうがいいと思います。お墓を継ぐ予定はありますが、今後どうしようかと考えてい
ます。このままだと子供にも負担になるのではとも。合葬墓なら、その様な事も考えなくてよく、こ
れからの子供達にも負担にならないのでは…と考えます。
・将来の選択肢としてあったら助かるかもしれないので、ぜひ検討していただきたいと思います。
・他自治体の良い所を参考に、五所川原の特性も活かしたものであれば良いと思う。
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・少子高齢化により従来型のお墓の維持がむずかしくなり、各宗教のお寺でも永代供養をお願いされる
方が多いとのこと。公共でも必要だと思います。
・両親が墓の話をしているのを聞いて、早急にこのような整備が必要と考えます。
・高齢・多死社会、人口減少が進行する現状を考えると早期に検討・実現を願っている。
・空き家と共に空き墓？も増えていくと思います。更に地元に子供達が戻ってくるという訳でもなく
今までの環境とは変化していくものと思われますので要検討と思われます。

・時代、人口的に必ず必要になります。その為にも、大きなくくりで地域にあり共同でよいかと思いま
す。地域よりあまり遠いのも、故郷にお盆に帰省するという意味すら失うのも悲しい気がします。
・これからの世代の人たちは管理出来ないと思うので良い考えだと思います。
・県内に子供達が居ないなどの老夫婦の世帯などが多くなっている。また、子供がいない人などはこれ
から先の事を考えるとお墓があっても管理してくれる人もいないなど、さまざまな問題があるので合
葬墓はあっても良いと考えます。
・知人でお墓を持っていない人も多いので合葬墓は必要だと思う。
・これからは合葬墓も必要になってくると思います。人が少なくなっていく中、考えて良いアイデアを
出して欲しいと思います。

・住民全員が皆お金があるとは限りません。本当に苦しい人もいることを分かって欲しいです。家庭の
事情もみんな違います。「合葬墓」は亡くなった人を大事に、大切にしてもらえるならとっても良い事
だと思います。
・今後のことを考えると合葬墓は少子高齢化の時代だし、とても大賛成です。
・ぜひ市役所でつくってほしい。
・現在は息子が後を継いでいますが、孫が女の子ばかりなので将来的に不安があります。これからは共
同墓地が必要になってくるかと思います。
・(寺院のない)へき地の部落ほど合葬墓が必要である。ふるさとは墳墓の地ともいう。その地に生まれ
育ち死を迎えた住民はその地に葬られたいと思う。へき地は交通が不便な上、交通機関の利用も(高齢
者には)思いのままに出来ない。「親族の命日、法要、彼岸、盆、正月など」の宗教行事に参加、詣で
ることが困難な高齢者には市内１～２個所のみの施設では利用不可と思う。へき地にも合葬墓が必要
と考える。

・少子化が進んでおり仕事で県外へ移住する方が増えていますので今後墓じまいも進んでいくと考えら
れます。合葬墓も必要とされる方がいるので市として整備していくべきと思います。

・現在、空き区画が無い状態のようなので早目に整備をすすめ、利用できるような環境を整えて欲しい。
・墓は日本人にとってお盆や彼岸など古くから生活や習俗として根付いている重要なものだと思います。
その反面、子や孫が地元を離れてしまうと管理が難しくなり放置されてしまうケースが、今後増えて
いくと考えられます。普段管理の必要が無く、里帰りの際に墓参りでき、先祖を偲ぶ場を設けること
が出来る合葬墓が実現すればとても良いと思います。
・家族の在り方が多様化しているので、このような対応は非常に助かるし有難い。是非!実現を!!
・反対意見が多いかもしれませんが、若い世代や他県・他市からの移住者には必要な問題だと思います。
実現できるようにお願いします。

・引継ぐ人がいないので、今後どうしたら良いか検討段階でした。今回の提案は良いと思います。ただ、
もっと〝新しい形態の墓地〟での、他地域での具体的問題点の詳細を提示していただけると幸いです。
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・７０代で、現在墓が有りますが将来の事を考えると合葬墓は必要だと思う。少子化時代でもある事だ
し…!!
・合葬墓の早期実現を望みます。
・大変ありがたい計画だと思います。跡取りのいない墓の多い現状を悲しく見ております。どうか早め
に進めて欲しい案件であります。よろしくお願い致します。
・自分だけでは決められないが、これからは絶対必要になると思う。
・自分のお墓がほしいが場所がない(空いていない)。見つからない場合は、合葬墓にするしかないと考
えている。(市営霊園を希望)

・核家族が増え子供とも疎遠になっていると思います。また身寄りのない方も増えています。親子の形
が昔とは変化しているように思います。お互いに迷惑をかけたくないと考える方が多いようです。墓
を守るという感覚はもう古いのだと感じることがあります。そのためにも共同埋葬があってもよいと
思います。これからは増えていくと思います。管理料もそれなりに取って下さい。自分達も考えたい
と思います。

・今の時点では寺に墓が有るのでいいですが子供も 43・44 才になりますと… アンケートのやり方にこ
れからはなっていくことになると思います。もう私達の家でも長男がやっています。

・継ぐ墓があるため、今すぐに合葬墓にするとはならないが、将来息子・娘世代になった際は合意し私
自身は賛成である。

・合葬墓について、私のまわりでもお金がなく墓が持てないとか、子供が都会に出て今の家を継ぐ人が
ないなどで合葬墓があれば申し込みたいという方がいます。ぜひ検討をお願いします。

・自分達はお墓を持っているが子世代には儀式にこだわらない、お墓に手間をかけたくないと思う人が
増えて来ると思うので今から整備する必要があると思います。

・子供達の代までは管理してもらえると思いますが、その先管理する人がいませんので墓をどうしたら
いいのか、今から家族で話し合わなければと考えております。市の合葬墓が出来るようになればいい
なと思います。
・私はお墓がありますが、これからは合葬墓になっていくと思っております。
・良い取り組みだと思います。
・お墓を建てたとしても自分の跡継ぎがいないし、生活の事で精一杯でお墓のお金も出せません。前々
から父母も共同墓地が五所川原にあったら入りたいと言っています。

・人口減少にともない、今後全く管理されない墓が増えることが予想される。税収入も期待されないこ
とを考えると、今から考える必要があると感じた。
・一日も早く実現出来る様お願いします。
・自分達は利用したいと思っているので早く進めてくれたらいいと思います。
・私の墓も古く修繕するのに多額の費用がかかります。これからの時代、子供にまかせるのは大変です。
なるべく早めに合葬墓を整備してもらいたいです。70歳以上になると維持することが困難です。期待
しております。宜しく御願いします。

・お墓の維持費の事などを考えると、うちは子供が一人なので負担をかけたくないのが正直あります。
市で管理をして頂いて、来られる時にお線香をあげてもらえたらそれだけで嬉しいです。

・最初、斎場周辺に買ってありましたが、家から遠いので家から近い地域墓地を購入しました。子供達
が県外にいるので我々夫婦が亡くなったら墓守が出来ないと思うので合葬墓は良いと思う。これから
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ますますそうなっていくと思います。
・私達の所は親戚だけで共同の墓を持ってますが、自分達の子どもの時代になれば、お墓とかはなくな
ると思ってます。だから宗教とか関係ない。そうなってからは困らないように今から合葬墓には賛成
です。子供達も独身なのでつくづくそう思ってます。

・身寄りのいない高齢者が増えています。無縁仏というよりは自分で選択して合葬墓に入れるように整
備することも必要だと思います。

・子孫に負担をかけたくないのが一番ですね。私達でもこれからどうなるのか不安なのにそれが子孫ま
でもとなると五所川原市で合葬墓の整備をお願いしたいと思います。
・意見・要望は合葬墓を整備してほしいです。
・少子高齢化、都会への流出等お墓があっても子供の世代になれば、どのようにすべきか悩むときがあ
ります。可能なら合葬墓に先祖も移し、自分の代できれいに片付けたい思いはあります。誰でも気軽
に散歩がてらにお花をお供えできるような明るい合葬墓ができれば良いなと思います。

・自分や配偶者は市内在住なので墓の管理ができるが、自分の子は２人とも県外に住んでおり青森に帰
ってくる予定も今の所はないので、自分が亡くなった時、お墓の管理をどうすればいいのかと考えて
いる。永代供養墓は県内にも何ヵ所かあるが、五所川原市で合葬墓を整備するなら、維持管理は市で
行ってくれるので安心だと思うし将来的に利用したい。
・子孫に負担をかけたくないので合葬墓を整備して下さい。
・墓を持っておらず死後の自分の墓葬に不安を持つ人が増えてきている。市営霊園（合葬墓）はその解
決策になる。

・実家に墓がなく、本家の墓に祖父が入っています。両親も本家の墓に入るとしたら自分はどうなるの
かなぁと思ったりもします。(両親とは別に暮らしています)合葬墓に入るのもいいのかもしれないと
思いました。配偶者はなし、女の子二人(子供)なので嫁ぎ先の墓に入るかもしれないので。
・子供達が県外在住のため、合葬墓ができれば利用したい。
・年齢が高くなり、自分の死後、子供達に迷惑をかけたくないし、死を考えると生前予約をしておきた
い。昔からの宗教・儀式にはこだわりがない。できるだけ早く生前予約が出来るように希望する。

・実家は市外で実家の墓に入るつもりでいたけれど、両親が亡くなってから、寺の墓地の為年々納める
費用の事など考えると、後々子供にも負担をかけたくない。そして無宗教でも良いと思っている。な
ので合葬墓に新しい希望が持てます。
・合葬墓の様な市営霊園は今後必要となります。早期の実現を期待しております。
・将来的には合葬墓の時代に成る事と思える。宗教も神社の考えが昔と違ってきている時代、墓の考え
も時代に即して考えるべき時期のように思う。私の宗教の考えを書くが、人の目に見えるものは地球
から出た者で最後は地球に還るのだと思う。霊の事は人の目で見ることが出来ず宗教を信じるしかな
い。私の幼い時は火葬がなく、土葬で村の人達の手造りの四角い箱で死体を丸め箱に入れ墓所の特定
場所に若者が穴を掘り土葬した。死体は頭の髪を切りカミソリで剃り坊主頭にした。人間が死んでも
髪、爪は肉のある内のびるからでしょう。埋めた死体に虫がつき、集団で飛び夜光って見える。津軽
弁で（しだま）とある。墓所に帰ると消えるとある。光って見えるのは死体の油(リン)と聞く(自分は
見た事ない)。現在は土葬は無く、見る事が出来ない。死体を餌にした虫が消滅か?何時の日か地球に
あるもの全て土に還る日が来ると思う。骨にこだわる人が少なくなること望む。政治家にも合葬墓の
件について考えることを望む。
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・自分が埋葬される墓はありますが、それを引き継ぐ予定の人がいない可能性が強いので、合葬墓のよ
うな場所が出来ればいろいろな人が安心して生活出来ると思うので、作るのはいいと思います。
・お墓を持ってない人にはいい提案だと思います。ぜひ実現してほしいと思います。
・少子高齢化が進み、跡継ぎがいない世帯もいると思うので良いと思う。
・お墓参りに行くと管理する人がいないのか、荒れたお墓もあり気になっていました。将来、五所川原
市の人口は減っていき、お墓を管理できる世代も減っていくことは目に見えています。誰もお参りに
来ない荒れたお墓に入るより、合葬墓に入って管理された方が死んでも安心だと私は思います。

・個人的には墓を継ぐ人がいるので必要はないのですが、将来、少子化・高齢化が進んだ場合に備えて
整備する必要があると思います。
・私は墓を持っているが、持っていない人の為には、今回の取り組みはいいのでは。
・子も独身ですし先のこと考えますと市に合葬墓があると安心できます。私も実家の墓をみています。
いずれ墓じまいも考えておりますので、合葬墓は賛同できます。

・必要とする考えの方、必要としない考えの方、両方あると思うが子孫が選択できるよう準備しておく
べきでないかな。

・合葬墓は前から考えていたのであるといいと思います。新しい形態になったら利用する人が多いと思
います。ぜひ公営で整備してほしい。
・なるべく早めに実現する事を願います。
・テレビなど見て、いつも思っていました。早く五所川原市にこんなの出来ないものかと。いつまでも
子供達に迷惑かけたくない。死んだら何もわからないんです。金が有るからといって死ねば何にもな
りません。私達みたいに金のない人は死ぬ事も出来ない。残された家族に借金残して行く様なもので。
一日も早くこんな良い事が出来ます様お願いします。切実なお願いです。
・一人暮らしの高齢者で子どもがこちらにいない方が多いので必要だと思います。
・墓じまいも考えていますが、今は決めていない状態。選択肢としては合葬墓もあっても良いと思う。
・墓参り等の準備、日取り、連絡、移動などの負担が減るのでよいと思う。祈る気持ちがあれば十分と
いう夫婦の考えがある。市営だと安心感がある。

・自分の家では引き継ぐ人はいますが、兄弟とか見てくれる人がいないので、もし合葬墓があれば良い
と日ごろから思っていました。賛成です。

・現在、自宅近くの地域墓地に墓を所有していますが、今後ますます墓じまい又は墓を持てない、維持
していけない人が増えてくると思うので、是非五所川原にも合葬墓の整備をお願い致します。

・合葬墓については前々からあったほうが良いと思っていました。私の個人的な意見としては、だれに
も負担をかけたくありません。私は将来を考えて合葬墓の整備を強く希望します。
・今はまだいいが、早目に準備をしておいた方が良いと思う。
・うちではお寺に永代供養をもっているので心配していない。だがお墓の承継する人がいない流れは加
速する一方なので、市営で合葬墓を用意するのは必要ではないかと思う。
・自分の墓を持っていて、主人の父母・祖父母・現在 4人分 50 回忌までと思っています。私には一人
娘がいますが、これを娘に負担かけるのは…と思っています。それなら違う良い方法はないものかな
と考えていた所です。

・お墓なども空き家と同じく管理されないでそのままになっている所もあったりするので、合葬墓が必
要となってくると思う。そのまま管理されていないお墓も今後どうするのか?その場所を空ける事で
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次の方に使っていただけるのではないかと思うので、場所作りも大切だと思う。
・高齢化が進む中でお墓を個人で管理するのは大変と思われ、過疎地域と将来なるだろうと… そうな
ると「合葬墓」の方が土地整理等を考えると合理的と思います。
・負担にならない、他人からの強制など面倒な事が無いようなら是非進めてほしいと思います。
・現時点では必要ないと思っているが、引き継いだ人が種々の理由で合葬墓を希望した時に利用出来る
所があると良いと思うので整備を希望します。

・高齢化社会に於いてますます老人が増え、若い人達に負担をかけたくないと思う人が多いと聞く今、
市の管理で利用できるのであればお世話になりたいと思います。
・将来的にはお墓を管理する人がいなくなると思うので、合葬墓はあってもよいと思います。
・友人に一人暮らしの人がおります。両親はすでに亡くなり、兄弟も亡くなり４体のお骨を持っており
ます。菩提寺もなく、金もなく、合葬墓があれば安心して冥土へ行けると言っている。是非早く実現
して下さい。

・両方の家の墓があるが、それを子どもに引き継がせるにはいろいろな課題があり、どうしたら良いか
と考えていました。合葬墓ができたらぜひ利用させてもらいたいと思っています。前向きに検討をお
願いします。他の市ではすでに合葬墓がある所があると聞きました。ぜひ五所川原市にも…。
・私にはお墓はあるが、ない人のためなど墓をもてない人の為にはあったほうがいいと思います。
・無縁墓がたくさんになる前に整備したほうがよいと思います。合葬墓が完成したら、墓じまい→合葬
墓の過程を市民に分かりやすく周知していただきたいです。

・青森県内でも、他市では整備している、運用している市がある。他市で整備を計画し、数年で運用す
る市がある。早急に検討し決まったら早急に整備を希望する。

・墓を引き継ぎ管理する人がいない場合は、たとえ寺院内墓地でも無縁墓になりがちで、今後益々増え
ると思う。市で合葬墓を作ることは素晴らしいことです。是非他の自治体に先がけてこの事業を実施
していただきたいと強く思います。

・自分は引継ぐお墓がありますが、一般的に子供が少なくなっているし、管理の負担をかけたくない人
もいると思うので合葬墓があったら利用したい人もいると思います。
・整備に時間はかかると思いますが、ぜひ実現してほしいです。
・是非とも整備してほしい。
・市で管理してもらえるのであれば安心です。
・私は問 7の質問で①にしましたが、今すぐに利用する人は少ないと思いますが、後々人口が減ってく
れば必要だと思います。

・今ははっきりと答えられない事が多いですが将来は必要になってくることだと思っています。行政の
取り組みに注目していきたいと思います。
・お墓を継ぐ人がいない家庭も多いと思います。合葬墓の設置をお願いします。
・芦野霊園に実家の墓があります。墓を守っていく人がいない、墓参りはするけれども宗教が違うので、
また名字も違うので自分達がその墓には入れない、という理由もあり、宗教・宗派に関係なく子ども
にも負担をかけない合葬墓には賛成します。
・アンケートのきてない方達も賛成していました。
・早期の検討を要望。
・自分達はお墓を継ぐ可能性が高い者が近くに住んでいるので、今は考えなくても良いと思っているが、
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将来的には「合葬墓」は必要と思われる。
・合葬墓については賛成です。私は民営で歩いていける距離又はタクシーで通える程度であればお金が
かかってもそちらにします。

・甲斐性無しの私は、未婚のまま定年退職を迎えました。私の代で家系が断絶することになってしまっ
たため、４年前に墓じまいをしました。お墓は設置するのにも解体するのにも多額の費用を要します。
市営の合葬墓は、非常に良いアイデアだと思います。少子高齢化時代に相応しいアイデアです。
・今お墓を持っている人でも今後のことを考えると合葬墓は必要だと思います。
・合葬墓は大変良いと思います。
・合葬墓は必要であると認識しています。(費用の前においても)市営霊園においても継承が出来ない方
の区画、長期使用料滞納者への対応において一定の条件により合葬墓への移転をする事で市営霊園を
有効に利用する事が可能になるのではと思います。また、身寄りのない方、身元不明の方などが亡く
なられた場合、法的整備をした上ですみやかに埋葬できるのではないかとも思います。ぜひ検討をよ
ろしくお願いします。

・私にはお墓はあります。でも子供・孫は他県に居住しています。将来のことを考える時、私のような
環境に置かれる人が多くなるのではないかと思われます。将来的には合葬墓の必要は必然的ではない
でしょうか。

・問９について、利用したい時期わからないとしたが、利用できる環境があるならば死んだ時には利用
したい。いつ死ぬか分からないので早めに整備していただけると選択肢の幅が広がるのでありがたい。

・今後は必要になっていくと思います。自分は夫の代々伝わる墓を維持・管理して入ることになるが、
子供は女の子のためどうなるかわからない。全ての人が納得できるお墓の整備を願います。

・仏教の方が多いため寺院近辺がお墓参りに適しているのではないかと思う。寺からお墓まで遠いと移
動に時間がかかって大変でした。各家庭でも子供の人数が一人二人の家庭が多く出来るだけ子供たち
に負担をかけないように準備できる市政は必要だと思っていたところでした。我が家は墓地があるた
め問９では利用したくないにしましたが、子孫がない人には合葬墓という選択肢もありだと思います。

・今現在自分の親が亡くなった時どうすればいいのか悩んでいます。将来自分の子供に同じように心配
をかけたくありません。費用についても心配です。市営のお墓や霊園があればぜひ利用したいです。
早期の整備をお願いしたいです。

・個人で維持管理する時代ではないと思うので、このように合葬墓にする事は次の世代にも負担になら
ず大変良い事だと思います。私の入る予定のお墓は県外ですが、このようなお墓ができれば私自身は
こちらのお墓に入りたいです。

・管理する人の問題もあると思いますが、今後の人口問題、高齢社会などを考えると合葬墓が良いと考
えます。

・子供に将来負担をかけたくないので、良いことだと思いました。お墓はあっても管理できる人がいな
ければ、その墓地の管理者に迷惑がかかるし、墓を管理できないことへの負い目を感じなくてもいい
し、これからの時代には、このような柔軟な考えがあっても良いと思いました。

・合葬墓の早い周知と、合葬墓が主流の時代に変わると思うし市営だと尚安心して希望する人が増える
と思います。個人の意見として賛成であるし、アンケートについてもとてもいいものだと感じました。
自分の住んでいる五所川原市で時代のニーズにあった調査等、とても良い(安心)市政だと思いました。
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合葬墓に関する要望・意見（１１５）

【整備場所等】（３２）
・今は生きているからかもしれないけど、山のようなさみしいところよりにぎやかな場所で眠りたい!
・岩木山が見える場所、車で近くまで行ける事、階段を上る・坂を登る事のないよう水平に歩けるよう
に考えて下さい。
・交通の便が良く、市内中心街から自転車でも行ける距離がベスト。
・市内からあまり遠くない、淋しくないところ
・周りがあまりうるさくない静かな樹木と花に囲まれた場所が良いな。
・弔いは親族が集まって話ができる機会にもなっているので、ほっとできるような場所であったり交通
のアクセスもよいとありがたいです。車でないといけないとなると交通弱者になった時にお参りもで
きないのでバスなど安い移動手段があると助かります。普段から子供達や住民の憩いの場として活用
されるような場所になって欲しいです。

・合葬墓を作るとしたら山より利便性の良い場所に。駐車場が多く作れるか、近くに車をとめられる場
所が無いと不便。

・お参りしたい人が行きやすいよう交通の便が良い所。また、お参りに来る人が心地良いように環境整
備(掃除など)してほしい。
・霊園も山奥になったり、冬場のお参りが不便なので、平地の子供達に不便のかけにくい場所(交通の
便)を希望します。

・旧市内の空地を利用して下さい。交通の便も良いので誰でもいつでも気軽に立ち寄ることが出来ると
思います。
・静かで行きやすい、駐車場などある、無人になることがない。
・市内からあまり遠い場合車などない人が大変なので、バスなども通るところがいいと思います。
・景観・周辺環境が良い所にお願いしたいです。
・郊外の公園に併設し憩いとにぎわいの地として整備してはいかかでしょうか。
・近い場所にあったらいいと思います。
・交通の便が良いところ。
・交通の便が良い所に出来ればと考えます。
・あまり郊外でなく、交通の便(公共の交通が利用出来る)が良い所に整備して欲しい。
・合葬墓についての魅力・メリットをしっかり伝えるような周知が必要だと思う。合葬墓については賛
成できるが問１０の場所(市営霊園)であるならば反対である。

・とにかくきちんと管理してもらいたい。合葬墓であっても、人は昔の人を懐かしむものだから、場所
は人々が集まりやすい市内地で、梅や桜が見れる場所を選んで１区画大きくまとめて管理しやすい環
境にする。
・あまり山奥ではなく開けた所、できれば市内を一望できるところがいいですね。
・場所は年取ってからもわかりやすい所が良いと思います。(先に天国に行った人のお参りの為)
・交通の便が良く、皆が行きやすい、公園の様な明るい場所になったら良いかなと思います。
・市営霊園周辺だと、金木地区からだと距離的に遠くて大変だと思う。
・あまりにも山奥の暗くて淋しげな所よりは、緑豊かなかわいらしい草花(草木)が季節ごとに咲き、お
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とずれてくれる人達も明るい気持ちで来訪できる感じが良いのではと思います。
・近い場所に整備出来るのであれば良いが、遠い場所に整備するのであれば不便さを感じるので賛成出
来ない。
・町の近くで良いと思います。いつでも行けるように？
・亡くなった方の子供や親類の方がバスでも行けるような場所がいいと思う。県外の人の為にも。
・交通の便の良い所なら良いと思う。
・斎場周辺のお墓は急な斜面に造成され、高齢者はお墓参りに苦労していると思う。旧五所川原地区に
拘らず旧金木地区でも可とし広い平場に造成してほしい。
・老人が気軽に行くことが出来る公共交通手段を構築(時間帯も含む)してほしい。
・遠く不便な所にあるから(５)のような事になると思う。公園墓地にしていつでも行かれるような、木
立があり花があり子供も一緒に行かれるような、例えば図書館のような所に墓地があるってもすてき
じゃないですか。外国にはあります。

【埋葬方法】（１８）
・私の姉も他県で夫婦二人で樹木葬に申込みしそこに入りました。今後もこのような人が増えると思い
ます。
・樹木葬の件でも考えて欲しい。
・樹木葬がいいと思っています。一旦納めたお骨の取出し可能にならないものか。(10 年位)お墓のこと
は詳しくないけど死後の事を考える時が多くなりました。今のところ利用したいとは言えないが選択
肢の一つになりそうな気がします。市営には期待しています。いいものをつくってもらいたい。

・第一希望は樹木葬であるのでこれについての検討を是非お願いしたい。直ちに他人との遺骨が混ざる
埋葬にはどうしても抵抗がある。よって、一定期間個別に管理してくれる方法を要望したい。

・樹木葬なども検討してほしいです。20~30 年間、骨箱等で納骨棚に預け、その後合葬墓に埋葬してほ
しいです。
・樹木葬もあれば良いと思います。
・私は樹木葬で自然にかえりたいと思っています。市の予算もあると思いますがよろしくお願いします。
・樹木葬が良い。市営霊園までの交通の便を今から考えるべきです。ふるさと納税的な事、県外からの
人も良いとか、税収UPにつながるかと
・以前、NHKの「ドキュメント 72時間」という番組で、「樹木葬桜の下のあなたへ」という回があり
ました。そこで見た墓地が気になります。お墓の形態は、個別区画をもちながら、隣同士くっついて
一つのエリアを形成する集合墓のようです。樹木葬です。桜や季節の花がうえられ、お参りの家族が
気軽に出入りし、暗い雰囲気がありません。最期は皆一人ですし、未婚者・離婚者・LGBTの方もい
るこのご時世、もし共同墓地を考えるのであれば、このような形であれば皆入りたいと思うのではな
いでしょうか。費用はかかるかもしれませんがご検討下さい。

・合同で納骨も必要だと思いますが、個別で納骨できる施設もあって、どちらか選べるといいと思いま
す。

・一人一人骨つぼに入っているのがよいです。ただ、子供が亡くなった時に同じ墓所に入れなくなるこ
とを考えると、ちょっと悲しく寂しくなります。
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・韓国のようなロッカー式納骨堂はどうでしょう? ペットの火葬場&霊園を人間と同じ場所にしてほし
い(弘前は同じです)。また、合葬墓を整備する際、ペットと一緒に入れる墓を整備して欲しい。宗教
に関係なく利用できる霊園についてあまり知名度がないので目をひくような場所、建物ができること
を信じています。

・私の死後は墓を守っていく人がいないため、いつかは墓じまいをしてお寺に永代供養をお願いすると
いうことで考えていました。でも、合葬墓を整備するのでしたら考えてみたいと思いますが、「区画」
「お骨を納めるスペース」ではよくイメージできないのですが、いずれにしても埋葬すればよいとい
うのではなく大事に扱い対応してほしいです。

・合葬の方法として、一定期間の 50回忌又は 33回忌の法要を終えるまでは、故人と直接向い合うこと
の出来る納骨堂などでの個別安置として、その後に合祀することで故人がより身近に感じられるお墓
を整備することで、お墓参りに気軽に来てもらえるお墓にしてもらいたい。
・合葬墓と従来型の比較(イメージ)にお骨を納めるスペースは共同とあるが、他の人・他の家との区切
りが欲しい。(個室・集合住宅のようなイメージ) 生前予約についてはぜひお願いしたい。 現在墓に
納めてあるお骨とは一緒に入りたくないので複数の申込みをしたい。

・一旦納めたお骨を後で引き取りたいとなった時に可能であった方が良いのでは。管理方法の工夫で何
とかできるのではないだろうか。(登録・省スペース等々)

・子孫に迷惑をかけたくない。お墓を継承する人がいない。などにより合葬墓の整備は必要になってく
ると思います。でも、知らない人と一緒にされることには、まだ抵抗があり、自分の場所が欲しいと
思ってしまいます。合祀タイプ、共同埋葬タイプ、個別埋葬タイプなど埋葬方法を分けることができ
たら。と思ってしまいます。
・個人の意見としては、共同埋葬と樹木葬のどちらかを選べるような整備を望みます。

【使用料金】（４２）
・使用料金は安いほうがいい。
・料金を安価に設定して頂き、誰でも利用できる方が意味がある。
・できるだけ使用料金が安いといいです。
・使用料は安ければ安いほどよい。
・問 11使用料について、３.15 万円から 20万円を選択しましたが、初期の整備費・維持管理・更新費
用による使用料の検討が必要であると思います。維持管理費においても毎年の維持管理費、駐車場や
施設の補修・大規模改修・更新工事が 5年・10年・20年毎に費用が必要となると思います。いずれ
にしても合葬墓への公金投入をしない経営を望みます。支払可能な使用料の考え方もありますが整備
検討において使用料の設定についても検討をお願いします。
・一旦納めたお骨の取り出しが不可能であるなら、使用料金(管理料金)はもっと低くてもよいと思う。
・住民税を何十年払っていたら、誰でも入る権利がもらえる。少し安くしてもらえる。そんな制度があ
ると良いと思う。

・10万円でも出せない人がたくさんいると思います。もっと安く出来る共同墓地があればいいと思いま
す。

・コロナ渦において、今まで以上に生活がきびしくなって、低料金で利用できることが最良だと思いま
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す。
・あまりにも高額(100 万など)でなければ良い。
・最初は高いが、ある程度の金額を取って管理運用し、増しながら管理費用に充てていくのが良い。
・使用料金は低～高の選べる金額にした方がいいのでは。
・使用料金についても忘れがちな支出なのであまり高くない料金がいいと思う。
・(無料でなくて良い)→人数で価格がある。管理費が不要で期間制限のないもの。手の届く価格帯。
・料金は少し高くてもきちんと管理してくれたらよいと思います。
・管理費は安くして下さい。
・東京方面では企業が数十万数百万で「合葬墓」の申込みを広告していますが、五所川原市役所として
整備するのでしたら、使用料金をもっと安くしないと利用する人は少ないと思います。
・問 11 で具体的な金額(使用料金)が出ておりますが、この根拠などが不明であるのと年間使用料等で
あるのかも不明ですが、予算ありきで進めるよりは、知恵や創意工夫を生かして欲しいと思います。
・使用料金１回３万くらいでしょう。
・問１１について、できれば１０万円未満か、１５万円位までであれば…
・問 11 について、市が公費でもって整備するのであれば、要した整備費用は利用者達がそれなりに負
担すべきと考えます。負担金額については、整備に要した額により異なると思うので個人的にはわか
らない。

・使用料金とは、年額ですか?永久的なものですか? 利用したい時期は未だ分かりませんが亡くなって
からだと思います。合葬墓と従来型の比較とってもわかりやすく参考になりました。
・合葬墓といってもいろいろあると思います。どのようなものを想定していらっしゃるのでしょうか?
使用料金は安い方が多くの方に受け入れられると思いますが、維持に必要であればそれなりに設定す
るしかありませんよね。

・子孫が居ない人、また、いても管理したくない等、いずれは必要にはなると思う。数が多くなれば２・
３万でも維持管理できるのでは!!
・五所川原市内で使用料金も安い方が良い。
・子供達が県外にいるため、負担をかけたくない。使用料金ももう少し(10 万円未満より)安くなると助
かる。

・使用料金は年間使用料だとしたら利用したくないです。お墓に入って一回払ったら後はOKなら使用
したいです。今現在お墓の中に入るのはイヤなので子供にたのんで海か山への散骨希望と伝えていま
す。合葬墓もできてみて利用状況が良いと思えたらお墓の中に入ってもいいかと思いました。お墓建
てるにしてもその後もお金かかるので子供達に負担のないようにしたいと考えています。
・使用料金を障害者年金の人とか住民税非課税世帯の人は 2～3万でいいようにしてもらえれば、それ
でもギリギリだと 1～1万 5千円くらいで対応できるようにしてもらえれば何とか払えるかもしれま
せん。お金払って、予約して誰にも迷惑かからないようになれば良いと思います。生活ギリギリの人
とか障害者の人とか収入が少ないので、少なくても払える安い料金の対応をぜひ考えて欲しいです。
・料金は所得に応じ段階的にした方が良い。
・料金も条件によっては多少高くても利用したいです。
・しっかり使用料金を取るべきと考えます。(税金の運用はしないで頂きたい)
・使用料金が安い方が子孫に負担が少ないので利用者が増えて良いと思います。
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・低料金で使用出来るようお願いいたします。
・問 11の使用料金は 1回のみの徴収？
・(問 11)使用料金、1年間なのか永代でこの料金なのか分からないので答えられない。
・使用料は年間の金額なのでしょうか？
・問 11 の使用料金は年払いなのか月額なのか。利用時の一括払いや申込時に支払う金はないのか等気
になる点がある。
・使用料金とは？料金は１回？毎年？
・問１１の使用料金は年間ですか。(最初のみ?) 独身で子孫がない人は合葬墓に申し込めるんですか。
その場合使用料金を長く払い続けないといけない場合はどのようになるのですか。(維持管理費は不
要となっていますが…)
・使用料金 年？月？初期費用のみ？
・命日の焼香対応をどのように考えているか。問 11の使用料金は年間料金? 整備場所→除排雪作業な
ど道路環境を怠らない業者。
・問 7で「維持管理は市が行います。費用は不要」とありますが、問 11 で「使用料金はどのくらいが
妥当だと思いますか。」とありますがよくわかりません。(使用料金)

【その他】（２３）
・バリアフリーに対応する。
・これから合葬墓を計画するのであればバリアフリーに重点を置いてほしい。
・事前予約などできるのか。
・生前予約ができる点は良い事だと思う。
・年に何回は法要をしていただけるのでしょうか？それともどうなるのでしょうか？法要も簡単で良い
のですが。
・同じ場所にペットの合葬墓もつくってほしい。
・まだお墓についてあまり考えていないが、将来的に必要となった場合、ある程度管理されている芦野
霊園のような所が旧五所川原市内にもあるといいです。
・合葬墓の所に簡単な葬式出来る場所があったら良いと思う。
・市の財政に負担になりすぎないようなカタチになればいいと思う。
・これから亡くなる人だけでなく、すでに亡くなり、墓に入っているが、墓じまいを考えている場合も
合同の墓へうつせるようにしてほしい。安心して墓じまいができる。
・樹木葬・公園葬、暗いイメージでない墓地であれば参加したいと思います。
・合葬墓は常にきれいにしておいてもらいたい。(市営霊園全体も含めて)
・合葬墓を整備することになったら、景観に配慮してほしい。市役所が立派なのでそれに見合った物に
してほしい。
・芝・花壇・木などイメージした公園風な作り。
・五所川原市・旧金木・旧市浦に 1つずつあったらいいと思います。
・免許の無い人のため用にバスの送迎時間を設けて欲しい。
・埋葬者名簿等の管理は十分にお願いします。五十回忌で終わると聞きますがその点はどうなのか？
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・現在の墓から合葬墓に移す時の手続き等も込みでやってもらったら利用しやすいと思う。料金かかっ
ても自分たちで調べたり動いたりするより助かる。
・合葬墓について興味あり、詳しく知りたいと思います。
・市も考えてくれていたんだなぁという感想です。場所に候補地をいくつかあげて、アンケートをとっ
たらどうでしょうか？この問題は至急結果を出すべき喫緊の事案ですので、早く進めましょう。
・平面的に敷地内に進入しやすいように配置されたい。
・核家族であふれるような現在、墓地もあふれてしまうのでは?との思い。合葬墓のような墓地ができれ
ば利用する人が増えるのではないだろうか。宗派別に合葬墓を造れるものかどうか。
・お墓・霊園と公園を合わせた墓地公園にして、何時でも家族で(ひとりでも良い)気軽に散策できる様
な行きたくなる墓地公園に。数年経て樹木の木陰でお茶が飲めて、時には読書を楽しんで亡き人を偲
び安らげる場所。樹木は花のある木がいい。更に、その場所が郊外なら市中心部との循環バスを走ら
せてほしい(お盆のみならず‼)。
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現在の霊園の管理等に関する要望・意見（２７）

【共通】（８）
・ゴミ箱がほしい。
・ゴミの捨て場があれば良い。
・お墓の土地代と墓石を個人で払ってるのにどうして個人の物にならないのですか。見える所だけでな
く墓の周りの木を整備してもらえないですか。
・市営霊園が少ないと感じている。もっと多くの場所に設けてほしい。
・高齢者には傾斜がきついので、手すりを設置するなどして欲しい。
・墓周りの草取り、供え物を片付ける、そういうことをきちんとやってほしいと思います。
・案内看板や『霊園内でのルール』が書かれた看板等があると安心します。霊園内に入ってからどうし
たら良いかわからないのはこわい。

・市営霊園にお墓を持っている方で、家族が県外へ異動したため、管理料は納入できないとのことを聞
いていますが、管理料を納められるようになれば安心と思います。

【長者森平和公園】（１６）
・市の霊園は交通の便が悪いので墓参りが出来ない。
・お参りの時は必ず駐車場を利用して道路側に停めないようお願いしたい。又は駐車場を広めてほしい。
・金山の霊園が遠すぎて近所の高齢者が行きたくてもお参りに行けないと言っておりました。バスが出
ていることなども知らないようです。もう少し市内近くにあればよかったかと思います。私自身子供
達が県内にいないので先のことが不安です。現在市内のお寺にお墓がありますがどうなるのか？先の
ことを考えたら子供達が大変だろう？と思っています。
・お盆の墓参りの時駐車場が狭いので車が渋滞して危ないと思います。
・市内から遠いので車がないと不便
・お盆の時、駐車場があるのに車を道路にとめて墓参りをしている人が居るので通行に大変迷惑をかけ
ている。駐車場にとめるよう徹底してもらいたい。

・長者森平和公園もっと駐車場が近くにあってほしい。火葬場の横あたりに欲しい。年寄りは大変だと
思う。

・市営霊園は車の免許が無い人には遠くて無理です。どこにあるのか場所がわからない。家族に聞いた
ところ金山にあるとのことですが…かなり遠いです…お墓を買うにはなかなか買えないです…相当
お金がかかります…
・市営霊園の坂が急で年寄りにとっては墓参りの上り下りに負担がかかっている。
・市営霊園(長者森平和公園)について、高齢者や障がい者に利用しにくい。お墓を受け継いでいるため、
場所を変更するわけにはいかず、駐車場から坂道を登り、階段を使って自分たちの区画(お墓)に行く。
また道幅がせまいため人とすれちがうのもやっと。車いすの高齢者を墓参りさせることが出来ず、不
便を感じる。

・定期的に掃除がされていて気持ちが良いです。お供えを帰る時に持ち帰らないとカラスにあらされ大
変です。市のおたより等で注意事項として、これからも少し強めに書いてほしいです。
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・お盆、彼岸などはお墓の前の通路に駐車させてほしい。いらなくなった塔婆はお盆でも処理してほし
い。(有料でもよいので)

・長者森の駐車場を使用せず路上駐車が多い。車同士のすれ違いが出来ず非常に不便。アスファルト整
備をする、誘導員による駐車場への誘導などを徹底してほしい。

・斎場周辺の整備。(駐車場と斎場までの道路整備)斎場に行く時いつも自動車事故を心配している。(金
山焼手前の十字路)
・春先の落ち葉が多い。冬以外は毎月お墓に行ってます。自分の墓だけ掃除しても良くならない。
・市営霊園は交通の便が悪く、又近年猿が出没し花などにいたずらをしているようで、何かしらの対策
が必要だと思います。

【芦野霊園】（３）
・金木地区に市営の墓地必要。
・芦野霊園に入っていく道が狭く、90度曲がる所の見通しも悪すぎ、彼岸やお盆で混雑するときは特に
危険です。路上駐車も多すぎます。曲がり角にはせめてミラーをつけてほしいし、駐車場を広げてほ
しい。また手すりのない階段も年寄りには危険すぎます。
・芦野霊園での除草・除雪はたいへん良いです。しいて言えばゴミ捨て場があればすごくいいです。
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合葬墓は必要ない（２５）

・自分達のお墓は今はあるので合葬墓については考えていません。
・身近なものとしてまだ考えられない。
・十数軒で共同の墓地があり、子供も近くにいるので他のことは考えていません。
・合葬墓・市営霊園つぎつぎと入り、人が重なるのでいやです。お供え物したって当たらないのでいや
です。本日より一生天国まで直ちにいやです！きまりますように。以上。
・もっと違う事に税金を使ってほしい。子供や子育て世帯をもっと手厚く。
・従来型のお墓の方が子孫たちにとっても帰ってくるための場となるのでは？と思います。
・先祖代々の墓が有るので市営霊園について考えたことは有りません。
・お墓も相続するものと思うし宗教も又同様と考える。それ故に共同(合葬墓)には抵抗があります。
・税金のムダ!!
・自分の子供が引き継いでくれるのでお墓の心配は全くしていません。
・100 年先のことは分かりませんが、近くにお寺、お墓があるので今の所はあまり心配してません。
・このアンケートは死者の尊厳に対する畏敬の念や深い倫理を微塵も感ずることはできない。さほどの
手を尽くすこともなくお弔いの意思や金銭がないというニーズを合葬墓で解決するなど浅はかで無
責任な話である。どれほどの責任を持って「維持管理」をするというのか。信仰も何もかも捨て、廃
棄物のように葬るための合意形成をはかるアンケートとしか思えない。史実に鑑みれば江戸時代の寺
請制度により、祖先はどこかの寺の檀徒である。それぞれの宗派にはその子孫まで供養する義務があ
る。御霊をおまつりするための最善の方法を宗教団体が認識すべきである。議論を尽くした結果合葬
墓ができ、各宗教輪番で慰霊する形などはあり得るかと考える。いずれにしてもどれほどの覚悟で取
り組んでおられるのか、市が示す姿勢によっては精神文化の破滅に通ずる案件であることを肝に銘じ
てすすめるべきであろう。
・今は娘・孫がいるので合葬墓は考えられない。
・お墓は個人が考えることであって行政が予算化するのは疑問がある。
・私としては墓地も近いし又年齢からも考えての事でした。
・先祖代々の墓を管理し祭礼を行うことは、日本人の義務である。共同墓地・共同埋葬を否定するもの
ではないが、自治体が介入する必要はないと考える。

・市が維持管理をすることに不安・疑問がある。トラブルが生じないか不安。使用料を払ってあとはお
任せであれば利用しやすいとは思うが、個人的な問題だと思うのでできれば個々で解決すべき。(自分
も墓を持っていないので考えている)
・今は考えていないけど孫の代になれば孫が考えれば良い事だと思う。
・自分の住んでいる所は市内から少し離れているので、ほとんど墓を持っているので必要ないと思うが、
町中であとを見る人がいなかったりした場合はどうか…お墓を持っていない人もいるし…
・出来るだけ継ぎ続けてほしいと思っております。
・合葬墓等聞こえはいいが、結果として生活保護者等困窮者への厚遇になるのが目に見える。全くもっ
て税金の無駄であり先祖供養をしっかり行っている方への侮辱とも取れる。五所川原市でこんな愚策
を構想されてると知り呆れ返った。とても不愉快な気分になった。
・自分の墓をもっている。墓を継ぐ人がいる。
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・樹木葬の場所も設けられているため、共同で埋葬することに抵抗のある人はそちらの方が心情的に良
いと感じる。ただ、少子化はこれからも進むと考えられるため合葬墓の件は今すぐということではな
くてもいいと思う。いずれは考えなくてはならないときが来るとは思いますが。

・こんな事を考えるより行政でやるべき事が沢山あるでしょう。近いと回数も多いし遠くなると墓参も
少なくなる。
・現在自分の世代は必要ないと思うが(今の所は)、これから先の世代の事を考えると墓を維持できるの
か不安はある。近年墓参りに行くと墓じまいしている方が多いのが目について、時代なんだなぁと思
う事がある。
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その他（９０）

・市営霊園(合葬墓)については初めて聞いた。なぜ今問題になるのか？
・現在墓地に関し考えていない。
・負担を少なくするべき。
・合葬墓が出来たら今まで作ってきた墓は撤去するのか気になります。合葬墓が普及してもお墓が残り
続ければ無法地帯になっていくのではないでしょうか。

・五所川原市の風土、慣習、文化について、この合葬墓の必要性を含め将来どうしていけばいいのか、
広く市民の声を聞くため「パネルディスカッション」などを開催してもらいたい。

・人口が少なくなる、墓もどこも余ってしまうので、空墓を、場所を活用した市営霊園を各所に造るべ
きだと思う。空き家対策と同じように。

・市営の合葬墓に入りたいが、今ある寺の墓に対し、①父の遺骨も移せるのか、②寺にこの話を切り出
しにくい、③現存の墓の処置の仕方が不明確、④墓じまいの具体方法が明確でない(費用も含む) 点
に悩んでいる。

・核家族が増えており、将来的に孫の代になればどのような世の中なのか想像できない。五所川原市も
先を考えていかなくてはいけないと思います。
・お墓買うと高いのでお金ないと困るからどうにかしてほしいです。
・これからお墓を作ったりする人は合葬墓も考えて良いと思います。
・合葬墓について、もっと五所川原市民に知ってもらって利用してもらう必要があると思う。現在自分
の地域の墓地でも何年も墓参りに来てない人や村の年寄りに聞かないと誰の墓かわからないなどの
事例が起こっているので先のことを考えると合葬墓をもっと宣伝して多くの人に知ってもらう必要
があると思う。

・合葬墓はとてもよいことだが、田舎である五所川原には集落ごとの墓地があり、地域のコミュニティ
の一つでもある。そういうものも大切にしてほしい。墓の土地が無いから合葬墓という都会的な状況
であるならば理解するが、墓が高いから合葬墓というのであれば？な感じがする。市が寺と組んで寺
の墓地、集落の墓地を使ってもらう。また掃除や管理を市や集落に委託するなどして地域を維持管理
して欲しい。合葬墓は有りと思うが市でやるのではなく市が寺に委託、市が寺に助成して作らせるの
がいいと思う。

・相続する息子が東京で生活しているので地元に帰ってきたら管理すると思うのですが、帰って来ない
と決まったら合葬墓になるか永代供養で寺にお願いすることになります。
・親が管理しており具体的な負担がわかりません。合葬墓もわかりませんでした。
・お寺の境内に設置して年間で管理費を払うように委託する形をとってみてはどうでしょうか？お寺に
よっては合同墓がある所も…。

・自分自身は家の墓が有りそこに入る事も可能であるが、地元を離れてしまった人が多い為検討する必
要が有ると思う。
・本家の墓があります。夫が入っています。でも私は本家の墓には入りたくないので悩んでいます。
・少子化等で墓を守っていく人がなくなると思う。
・考えたことがなかった。
・市内に墓はありますが今後どうなるのかわからない!様子見の所があります。今のお骨が移動できるの
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か？
・市営ということであれば、葬儀から一連の流れで納骨まで行っていただくと安心できるし、親族の負
担にもならないのでいいと思う。難しいとは思いますが…。

・現在、共同墓地等にも連絡のつかない遠い住所にお墓の所有者(相続者?)がいる場合等が散見されてい
ます。将来の墓所管理等はやはり何らかの公的な手段が必要とされるケースが増えると予想されるの
で一考願いたいと思います。

・次の代で引継ぐ人がいないのが不安です。お金も負担があまり重くならないようになればいいです。
・これからの時代お墓は後継人の問題もあり無くなっていくものになると思われます。自分の死後子供
に迷惑をかけたくない事もありますが、先祖代々のお墓に入りたくない事もあります。(以降収納も限
界)身寄りのない方もいらっしゃいますし当たり前のようにお墓に…となっていますが、今から葬
儀・お墓の事は残された方に負担のないような方法を考えていかないといけないと思われます。具体
的なことはこれからですが…
・もし将来的に合葬墓にしようとした場合、既にあるお墓(お寺等)にある御先祖様の遺骨も一緒に合葬
しようとした時、お寺との話し合いや手続きについて市側で介添えして頂けるのでしょうか?(お寺側
も檀家の数が減っていく事に抵抗が有るでしょうから市側との協議等が必要かと。)また上記に関連
し、墓じまいする時にも市側の関与はありますか?(生前予約する場合)合葬墓の場合、モニュメント等
に埋葬されている方の氏名は全て刻印されるのでしょうか?

・子育て世代なので今の生活の事しか考える余裕がありません。実際にお墓も持っていないので具体的
に準備するのにどのような手続き、順序で行うのか全く分かりませんが、維持するために子供達に負
担をかけたり多くの費用はかけたくないです。
・合葬墓も大事だが、従来型の墓地をたてる場所も確保すべき。
・お墓参りは年寄りが行くので車の運転が出来ません。斎場周辺に行くのも大変と聞いてます。市内の
ビルの中にお骨を入れて管理するようにしていく方法はどうでしょうか。都会のようにするのも良い
かも。お墓を必要としないで場所も取らないし私ならそちらに申し込みます。

・まだそこまで考えたことない。いずれ考えなければいけない時がくるんだろうけど。今は仕事して食
べていくので精一杯です.
・まだよくわからないです。
・少子化の中で、将来的に整備の検討をして頂き、選択肢のひとつにあれば、お墓にしばられず負担を
かけずに出来ればいいと思います。今の所はお墓もあるので、又継ぐ子供もいるので具体的に考えら
れませんが…。
・皆それぞれ考え方が違うと思う。
・今すぐ想像できませんが、今後は考えなければいけないことと思います。遠い場所だといくら合葬墓
でも定期的に行けないと思うので、場所を検討する必要はあると思います。お骨を納めるスペースに
も他の人とは嫌だと考える方も多いのではないか.
・もっと早くしてほしかった。夫は弘前の樹木永代供養墓に決めました。
・合葬墓を利用するとして、今ある墓をどうすれば良いのか知りたい。
・長者森平和公園は山手にあり市内から行くのには遠すぎるし、山なのでヘビ等が見られ怖い思いをし
ているとの話を聞いてます。私の場合、出来れば先祖代々眠っているお寺にお願いしたいのですが、
それは希望が持てないと思ってますのでおまかせでいきたいです。



32

・年齢と共に考える様になりましたが、市営霊園も分かりませんし、合葬墓に関する説明会などありま
したらお知らせ下さい。
・お金がかかりすぎる。
・実家(市外)にお墓があるので自分は実家のお墓に入りたいと考えているが、実際は簡単な事ではない
と思っています。なかなか難しい問題だと思います。
・個人の墓を大切にしたい気持ちもある為考えるのはとても難しい問題である。
・お寺さんとの関係もあり難しい問題。寺の檀家が減少して、お寺の維持が困難になる可能性もあり将
来的には必要になるとは考える。本来、共同埋葬についてもお寺さんの役割であると個人的には考え
るが、寺の維持が困難であったり寺の檀家にならない家庭が増えてくれば、需要はあるのではないか。

・合葬墓に埋葬されたら、永代供養されると思う方も居るかもしれないので違いを説明してもらえたら
良い。
・合葬墓にするとしたら、今迄の墓はどうなるのかなどいろいろ考えてしまいます。
・私の所のお寺では合葬墓を建てています。
・実際の数の確認、自分達のお墓を継ぐ又は管理する人がいない。今現在の数がわかれば良いと思う。
・市営霊園に行ったことがなく良くわかりません。
・これから高齢化により一人暮らしが増え、個人では自分の墓守が出来なくなる可能性もあり必要な人
も増えて来るかもしれません。故に議論の価値はあると思います。
・高齢になりまして交通の便が不便です。老人一人暮らしでこの先不安ですがお金はありませんので
今のこのままでいくしかないです。不安です。
・お墓について自分で一人で決めることが難しいので簡単に決められない。
・お墓を持っている人お金がかかりすぎ。
・自分が結婚して無い時は子供もいないし、家の墓は有るが自分が死んだ後に家の墓がどうなるかは心
配している。
・個人的な理想ですが子孫が代々継いでいってくれれば…
・主の判明しないお墓らしき大きな石があります。お墓を作るのは大金が必要なので昔の人の知恵で
大きな石をお墓に見立てたのかのしれません。
・現在墓がありますので考えたことがない。子供達と話したことがないのでよくわからない。
・若い人達にもっと墓について知ってもらう必要があると思う。(パンフレットや SNSなど)
・市営霊園やお墓について全く分からないことが多い。(若い方、学生は特に)ギリギリになってお墓や
引継ぎなど不安なことがたくさんあると思うので定期的に講習会やパンフレットなどを通して色ん
な人に知っていただくのも良いかと思った。自分もこのアンケートを見て初めて市営霊園を知りまし
た…。

・地域墓地は管理人がいないのか通路の補修が出来てない。できれば管理状況を市の方で把握して頂き
たい。
・管理する人がいないので不安に思っている。
・自由に好きにするというのが好きだから、お墓に関してもその様。
・子供達が県外・遠くへ住み、管理・お参りの出来ない人が多い。高齢になると自分のその後がとても
心配になります。
・冬の期間は雪が多いから利用はあまりしたくない。



33

・いずれ墓のみならず持ち家の処分も心配です。高齢化が進む中、市の担当者様におきましては気軽に
相談できる体制を整えて下さる様希望します。

・実家のお墓は市営霊園にありますが、この先継ぐ人がいないので私が高齢になった時の事を考えると
お墓をどうすればいいか考えないといけません。墓じまい、お骨どうするなど相談できるところが知
りたいです。

・墓じまいの手順や合葬墓になる場合の供養の方法等不明な事ばかりです。他の地域の例があると助か
ります。
・県外に子供達がいますが将来的には相談してみる必要があります…青森に帰ってくるのか。
・核家族が多いのにも関わらず、女性は結婚後嫁ぎ先のお墓に入るという考え方や嫁ぎ先のお墓の維持
管理もしていかなければならないという考え方が根付いていて、この少子社会に於いて無理が生じて
きていると思います。男性・女性に関わらず、死後自分で入りたいと考えていたお墓に入る事の出来
る自由さもあって良いのではないかと思います。

・お墓に入る事にこだわっていないので散骨などしてもらえるという選択肢もあったら良いなと思って
います。

・子供達が遠方で生活することになってる人達って沢山居ると思います。毎年一度位は帰って来るだろ
うという思いも自分の勝手であり、仕事などで簡単に墓参りも出来ないかと思うので合葬墓というス
タイルもいいのでは？と思っていたところです。この件について子供達と話し合ってみたいです。

・知人でも子供のいらっしゃらない方、子供がいても家を継ぐ人がいない方が多く亡くなった後の家(空
き家)・墓を心配している。
・墓・仏壇引継ぎ問題は切実です。
・少子化により墓を継ぐ人がいない。
・昨今の市内及び県内の民間企業の低賃金化、市外や県外への人口流出を考えれば本件はアンケートを
取らずとも必要であるとわかるはずだ。現状の五所川原市及び市職員には何も期待していない。

・将来、子孫が県外に住むことになったらお墓の管理者がいなくなるので不安だ。親戚の墓を見て、管
理者のいなくなった墓が割れてしまっているのを見るととても心苦しい。
・子供達に負担のかからない形が出来ればありがたいです。
・自宅近くに墓があり、今は管理出来ているが、自分が死んだ後は心配である。子供はいるが県外に出
て帰ってくる見通しはないので、今すぐではないが将来的には考えてみたいと思います。
・供養できたら、どんな形式でもよいと思う。
・若者にも理解しやすい自由な発想で進めてもらいたい。
・五所川原市の主要産業である単作水稲農業をはじめとする「一次産業」では、都市労働者と同等の所
得保障が担保されない現実から、多くの子どもたちは、高等教育を受けた地等での就労・所帯を形成
し、生まれたふるさとから離れるという全国的な事象と同じように五所川原市もなっている。一方、
親の高齢化がすすみ、住宅の「空き家」が全国の市町村同様に増えつづけ、五所川原市の「限界集落
化」がすすんで久しい。高齢化した多くの親たちのなかには、新たに「墓地・墓石」を準備すること
に悩む人たちが増えた地域実態を反映した措置としてすすめられてきた全国的な「合葬墓」の流れに、
いよいよ五所川原市としても市民の要望・要請に答えるための住民アンケート調査だと考えます。こ
の事象は、行政が作り出したもので、行政が責任を負うべきものですから、行政として市民の要望・
要請に答えるべき性質のものだと考えます。



34

・お墓が無い人であれば共同墓地でも良いと考えるが、所有している人にまで共用は無理に行うべきで
はない。
・墓の方は町内の皆さんが協力して守っています。
・合葬墓を利用したい気持ちはあるが今のお墓をどうするのかという課題が大きいです。でも子供に負
担はかけたくありません。
・実家の墓も先がわからない。兄弟も子供がいなく、私の子供も結婚していないのが不安です。
・市で誰でも入れるお墓を作ってほしい。
・現在の家・墓を継ぐ子供が都会に出て行き生活している。家・墓を引き継ぐ子供が近くに居ないため、
今後が心配である。残った家・墓が子供の負担になるのが懸念される。
・今は車を運転しているのでいいが、高齢になった時墓参りできるかどうかわからない。
・何年かに一度、整備していってほしい。名前のない墓等。
・私達は金木のお寺にお墓があります。私は大和山の信者なので希望者のみ大和山に納めてもらえる事
もあります。私の時は大和山に納骨してもらいたいと思っています。ご丁寧にありがとうございまし
た。

・私自身はお墓自体に入りたくなくて、樹木葬とか海にまくとかしてもらいたいですが、私が生きてい
るうちは嫁ぎ先のお墓をしっかり守っていきたいと思っています。
・先のことはわからない。子供にまかせるので。引越ししたばかりなので。
・今は有難いことに元気でいますが、あと数年でどうなるか?子供達にお墓を守るようにとは言えない
時代になってきてると思います。家族で少しずつ話してみることが必要だとこのアンケートで考えさ
せられました。有難うございます。


