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第１回これからの墓地行政のあり方等を考える研究会 

 

日時 平成２５年７月３１日（水）9:30～11:45 

場所 ホテル熊本テルサ２階「ひばり」 

 

司 会（沼川審議員） 

定刻になりましたので、ただ今から第１回「これからの墓地行政のあり方等を考える研

究会」を開催いたします。 

なお、委員の皆様のご紹介につきましては、大変恐縮ではございますが、お手元の「委

員出席者名簿」によりご紹介に替えさせていただきたいと存じます。 

本日は、研究会の議論を聞いていただき、今後の施策の参考にしていただくため、市町

村をはじめとする行政担当者の方にも、後方に席をご用意してご参加いただいております。 

それでは、開会にあたり、蒲島知事がご挨拶申し上げます。 

 

蒲島知事 

本日は、大変お忙しい中、また暑い中、研究会にご出席いただき誠にありがとうござい

ます。 

私は、多くの高齢者の方々、あるいは高齢者でなくても、「自分が死んだ後どうなるの

か」「残された家族に迷惑をかけたくない」などの将来への不安を抱いている方がたくさん

いらっしゃると思っています。私自身も墓をどこに作るか、子どもたちが墓参りに来てく

れるのかなど、色々なことを考えていると様々な不安が出てきます。 

「長寿を楽しむ社会」を熊本につくりたい、ということが蒲島県政の大目標であること

から、そのような方々の不安を解消し、安心して生涯を終えることができるという視点も

福祉の分野では重要であり、「安心を実現する」ということが県政にとって大事であると考

え、２期目のマニフェストに「新たな形の霊園のあり方」を掲げました。 

 そして、そのことにより高齢者の方々の不安を解消するだけでなく、無縁化した墓の問

題なども検討されないといけないと思っています。また「生きてきた証を残す」というこ

とも大事であるし、「故人を敬う」という「メモリアリゼーション」という考え方も重要で

す。行政としてなかなか入っていけない、あるいは入っていこうとしない分野ですが、非

常に重要ではないかと私は考えています。 

マニフェストの中に「新たな形の霊園」を入れた時には、少し違和感を持った方もいま

したが、最近、この問題は大事だという人が増えてきています。県議会や県民もこの問題

を重要視されていると思っています。 

また、この問題は、県だけでなく市町村の方々とも一緒になって考えていくべき問題だ

と考えています。そして、新たな政策課題の一つではないかと考えています。 

 この研究会の議論により、ここ熊本から、新たな政策モデルの提言が生まれることを期

待しています。 
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司 会 

ありがとうございました。知事は所用によりここで退席させていただきます。 

それでは、まず、配布している資料について事務局である県企画課より説明をさせてい

ただきます。 

 

 

事務局 

熊本県企画課の河野です。よろしくお願いします。それでは座ってご説明させていただ

きます。資料１から５について一括してご説明させていただきます。資料が多く少し駆け

足での説明になるかと思いますが、よろしくお願いします。前のスクリーンにも同じもの

を映しておりますので、手元の資料か、スクリーンのどちらか見やすい方をご覧いただけ

ればと思います。 

それではまず資料１をご覧ください。本日の研究会の設置目的についてご説明させてい

ただきます。まず、設置の背景として、少子高齢化や家族形態の変化から、「終末期にお

ける医療や介護」そして「終活」などの県民の老年期における様々な問題への関心や不安

が高まっています。あとでご説明します県民アンケートの結果においても、そのあたりが

明らかになっております。 

それらの問題とともに、「墓」の問題についても老年期における問題の一つとして、同

じように関心や不安を抱く人が多くなっている状況です。 

このようなことから、本県では、長寿を楽しむ社会の実現に向けては、「安心して生涯

を終えることができる」という視点がこれからの重要な課題であると考え、本研究会を設

置させていただきました。 

次に「研究会の目的」ですが、「現在の墓地や葬送を取り巻く問題」や「本県の現状や

県民のニーズ」などを踏まえたうえで、今後、「新たに期待される墓地行政のあり方」や

「長寿を楽しむ社会の実現に向けた県・市町村の施策の方向性」について、「生涯を通し

た安心の実現」と「メモリアリゼーション」という２つの視点から、様々なご意見をいた

だくことを目的としています。 

そのようなことから、検討テーマについては「誰もが安心して生涯を終えるための新た

なセーフティネットの構築を目指して」とさせていただいております。 

次に資料２をご覧ください。本県の人口や高齢者等の関連データを整理しております。 

次のページをご覧ください。こちらは、2010 年の熊本県の人口ピラミッドです。６５歳

以上の高齢者の割合については男性 22％、女性 29％となっています。 

 次のページをご覧ください。こちらが 20 年後の予測です。「つぼ型」から少し「逆三角

形」に近づき、高齢者の割合も男女とも８％程度増加しております。 

 次のページは、本日ご参加いただいている熊本市と人吉市の 2030 年の人口ピラミッドを

参考までにご紹介させていただきます。 

 まず、熊本市の 2030 年の人口ピラミッドです。県全体と比べる高齢化率は低いものの、

高齢化率は８％から 10％程度の伸びが予測されています。 

 次は人吉市の 2030 年の人口ピラミッドです。人吉市は県全体と比べても、高齢化率、さ
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らに増加率も非常に高くなっており、特に女性については、約 45％が 65 歳以上の高齢者

となると予測されています。 

 次のページをお開きください。高齢者人口の推移です。先ほどもご説明したとおり、高

齢者人口と高齢化率が年々増加していることが分かります。また、熊本県の高齢化率は、

国の高齢化率よりも高くなっており、国の７、８年先を進んでいる状況といえます。 

次は、世帯類型別の推移をお示ししています。世帯を「核家族」「単独世帯」「その他」

に分けて、その増減を見てみると世帯全体が減少していく中、真ん中の「単独世帯」だけ

が増加しています。さらに、折れ線グラフである「高齢者の単独世帯」に焦点を当てると、

こちらも年々増加していくことが分かります。このことからも、今後も、一人暮らしの高

齢者がますます増えていく状況であるといえます。 

最後になりますが、生涯未婚率の推移をお示ししています。1990 年以降、急激に未婚率

が増加し、2010 年では男性で約２割、女性で約１割が生涯未婚であるというデータとなっ

ています。このような未婚率の増加は、昨今の家族形態の変化や一人暮らしの高齢者の増

加の一つの要因であると考えられます。以上で資料２の説明を終わります。 

次に資料３をご覧ください。「墓地行政の現状」として、これから意見交換を行ってい

くうえでの基礎的な情報を簡単に整理しております。昭和 23 年に「墓地、埋葬等に関する

法律」が制定され、現在においてもこの法律による墓地の経営許可などが行われています。

法律の目的にあるように、行政としては「国民の宗教的感情との適合」と「公衆衛生」の

観点からの対応が求められています。 

 次に、墓地の経営に係る許認可権者については、現在は都道府県知事又は各市長となっ

ております。昨年４月の地方分権一括法により、現在では全ての市長に権限が委譲されて

います。 

 次に、墓地の経営主体についてですが、厚生労働省の指針によると、市町村などの地方

公共団体が原則で、これによりがたい場合は宗教法人や公益法人などとされており、株式

会社のような営利企業などの墓地の経営は認められていません。 

 このようなことから、現在の墓地行政については「より地域の実情に合った、墓地の許

認可及び墓地の供給が求められている」といえます。 

次に都道府県別の墓地の経営主体別の件数を参考までに掲載しています。数値について

は、件数の把握が非常に難しい、戦前からの墓地なども含まれており、はっきりとした分

析はできませんが、一つの地域性や特徴を見ることができます。以上で資料３の説明を終

わります。 

次に資料４をご覧ください。本年１月に実施しました県民アンケートの結果について整

理しています。次のページをお開きください。 

アンケートについては、長寿を楽しむ社会の実現に向けて、健康や生活のこと、そして

老年期における様々な問題に関する計 17 問をお尋ねし、今回その一部の結果を資料に整理

しています。なお、アンケート結果のうち、特に年代別の結果については、サンプル数が

非常に少なく、統計的な誤差が生じる可能性が高い場合もありますので、そのことをご理

解いただいた上で、ご覧いただければと思います。 

まず「終活」への関心についてです。全体の約７割の方が何らかの関心を持っていると
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いう結果となっています。男女別に見ると、女性の関心が高く、また年代別では 60 歳代が

高くなっています。 

次は「終末期の医療や介護」への不安についてです。こちらも全体の約７割の方が不安

に感じており、より女性の方が不安に感じているという結果になっています。年代別では、

より若い世代で不安を感じているという結果となっています。 

続きまして「孤立死」への不安についてです。全体の約 46％が不安に感じているという

結果になっています。男女で大きな差は見られませんが、年代別では「終末期の医療や介

護」への不安と同様に、より若い世代で不安を感じているという結果となっています。 

次に「お墓」への不安についてです。 全体の約４人に１人の方が不安に感じていると

いう結果になっています。男女で大きな差は見られませんが、年代別では、若い世代で不

安を感じており、70 歳以上になると逆に少なくなっています。 

次は「お墓の不安の具体的な要因」についてです。墓に対する具体的な不安は、「費用」

のことや、墓守や承継者となる「人」のことに対する不安が高くなっています。年代別で

みると、50 歳代で「人」のことへの不安が高くなっています。 

次は「お墓への不安を相談できる人や場所があるか」ということを聞いています。お墓

に不安を持っている人のうち約４人に１人が相談する人がいないという結果になっており、

注目すべきは、男女別であり、男性の割合が非常に高くなっております。 

最後に、自然葬や合葬墓などの「新たなお墓の形」についての関心を聞いています。全

体の約４人に１人が関心を持っており、年代別では、比較的若い世代を中心に関心を持っ

ているという結果になっています。 

以上、駆け足で「アンケート結果」をご説明してきましたが、結果について整理します

と、まず、「終活」に対する県民の関心が高く、老年期における問題として「終末期にお

ける医療や介護」「孤立死」への不安を感じる県民も多いということが分かりました。  

 また、特に若い世代を中心に「墓」のことに不安を感じ、また、新たな形の墓に対する

関心を持っていることも分かりました。 

 さらに「墓」の問題について不安を感じる人の４人に１人は、相談できる人や場所がな

く、特に男性の割合が高いという状況が整理できます。 

 それらのことから、今回の県民アンケートからは「県民の『自分の終末期や死後』に対

する関心や不安の高まり」や「若い世代や男性を中心とした『墓』への不安の高まりや意

識の変化」を見ることができます。 

最後に資料５をご覧ください。これまでご紹介したデータや県民アンケートをもとに、

様々な背景や墓を取り巻く動き、そして今後の新たな施策の方向性についての検討の切り

口を整理しております。本日の研究会では、この資料をベースとした意見交換をお願いで

きればと考えています。背景などについては、繰り返しになりますので、説明は省略させ

ていただきますが、それらの様々な背景や動きを踏まえ、現段階で大きく２つの課題があ

るのではないかと県では考えています。 

 まず、「自分の墓はどうするのか」「子どもへ迷惑をかけたくない」さらには「自分の

生きてきた証をどう残すか」という、高齢者を中心とした自分の「墓」への不安。そして

２つ目として、市町村や地域が抱える「墓」や「墓地」の問題です。ただ、そのほかにも、
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まだ顕在化しておらず、まだ気付いていない問題もあるかもしれませんが、そのような問

題についてもこの研究会でご意見をいただければと考えています。 

 そして、右側には、今後の新たな施策の方向性として、本日の研究会で特にご議論いた

だきたい切り口を４つに整理しています。 

 まず一つ目が「これからの墓地行政のあり方」についてです。これまでの公衆衛生とい

う観点だけでなく、新たな観点からの検討ができないかという点についてご議論いただき

たいと考えています。 

 ２つ目が「セーフティネットとしての墓地のあり方や新たな墓地の機能の可能性」につ

いてです。無縁化する墓への対応はもちろん、防災機能や地域振興への活用など、墓地の

新たな機能の可能性についても検討できないかと考えています。 

 次に、「今後期待される新たな施策や関連する施策との連携・つながりの必要性」につ

いてです。既に取り組まれている「地域福祉施策」や「終活」の取組みなどと、どのよう

な形で連携していくべきかなどについてご意見をいただきたいと考えています。 

 そして最後は「高齢者を支える主体の役割と連携」についてです。 

 これら４つの切り口について、「生涯を通した安心の実現」「メモリアリゼーション」

という２つの視点から、本日様々なご意見をいただければと考えております。 

 非常に駆け足で、雑駁なご説明となりましたが、以上で資料の説明は終わります。 

  

司会 

これからは、今ご説明させていただいた内容やお配りしている資料をもとに、皆様にご

意見やご提言をいただきたいと考えております。 

以降、研究会の進行については、熊本県企画振興部内田総括審議員にお願いします。 

 

熊本県：内田総括審議員 

熊本県の内田です。本日、研究会の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いし

ます。まず、遠方より、また非常に暑い中、本日お集まりいただきありがとうございます。

改めて御礼を申し上げます。 

先ほどの知事の挨拶にもございましたが、この研究会は「公的な新たな形の霊園の研究」

という知事の二期目のマニフェストに沿った形で作らせていただいております。 

正直、昨年度マニフェストが出た時には「どのような対応をすべきか」「何を研究すれ

ばいいのか」ということで迷っていました。長江先生にご講演いただき、先ほど担当から

説明したような形でのまとめができるような段階になってきたというのが現状です。 

高齢者が抱える不安、それから様々な地域で増加する無縁墳墓の問題など、墓を取り巻

く問題は、実は非常に様々なものがあると認識しています。 

一方、これまでの墓地行政は、法律上の許認可事務や一部の市町村での公営墓地の管理

など、公衆衛生上の規制行政としての役割が非常に大きかったのではないかと考えていま

す。 

今後は、長寿を楽しむ社会の実現のため、これまでの公衆衛生だけでなく、新たな観点

から墓の問題にアプローチしなければならない、それが高齢者の不安の解消につながるの
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ではないかと考えています。知事の挨拶にもありました、故人を敬い、命を大切にすると

いうメモリアリゼーション的な視点にもつながるように、まずは、墓地や高齢者を取り巻

く現状と課題を踏まえながら、これからの行政の役割や施策の方向性などについて、建設

的な議論を交わすことができればと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

それでは、まず議題①です。「墓地や高齢者を取り巻く現状と課題」について、自己紹

介を兼ねて様々なお立場からのご意見をいただきたいと考えています。 

ご発言いただく順ですが、まずは熊本の現状の課題について熊本市と人吉市から、さら

には地域の高齢者を支える現場の声として甲田事務局長と清田部長にご意見をいただいた

後に、和田先生、長江先生、そして森先生にご意見をいただければと思います。 

それでは、まず熊本市の井上課長お願いします。 

 

熊本市：井上健康福祉政策課長 

熊本市の井上です。よろしくお願いします。 

熊本市の現状について「熊本市の公営墓地・納骨堂」という資料を配布させていただい

ております。その資料に沿って説明させていただきます。 

単に数字の羅列になってしまうかもしれませんが、数字を説明すると課題が見えてくる

こともありますので、説明させていただきます。 

「Ⅰ 主な形態・現状」ということで、桃尾墓園については平成 10 年に計画され平成 14

年に整備を開始しました。今年度までの整備計画で 4,500 弱の区画を提供しています。写

真には、①一般的な形、②芝生の形、③納骨堂、④無縁墓地となった現状の一例の写真を

掲載しています。 

「Ⅱ 市営墓地の貸付区画数の推移」ですが、熊本市は公営で７箇所ございます。整備

中である桃尾霊園とその他の６園に分けて記載していますが、平成 24 年度で 17,704 件供

給している状況です。そのうち、桃尾墓園が 8,477 件です。桃尾墓園は毎年新規で 200 か

ら 250 区画募集していますが、平成 23 年から平成 24 年の単年度で熊本市が供給した区画

数は、6 園での 22 区画の返還を含め、121 区画ということになっています。桃尾墓園につ

いては、平成 25 年度末時点では 1,223 区画が貸付残であり、これから販売予定となってい

ます。 

「Ⅲ 市営墓地における未承継区画数と再整備の状況」についてですが、①に未承継区

画数としているが、使用者は特定されているが明らかに承継されていないと思われるもの

が、全区画数 17,704 件のうち、2,738 件で約 15％という状況です。②の返還区画・再整備

区画の状況については、平成 24 年で返還が 41 あり、そのうち再整備を 27 箇所して、19

箇所の貸し付けを行っています。この 41 箇所と 19 箇所の差が、Ⅱの欄外の△22 となって

います。 

「Ⅳ 市営納骨堂における整備と貸付の状況」についてですが、「短期」と「家族」に分

かれており、「短期」は１年更新で年 5,000 円。「家族」は 10 年で 20 万円。「短期」につい

ては、平成 24 年度で 99.3％の貸付率で平成 22 年度には 100％となっており、需要が非常

に高い状況であり、現在でも 59 名の仮申請（平成 25 年 6 月 4 日現在）があり、多くの方々
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が待機されている状況です。 

これが熊本市の現状でありますが、Ⅱ、Ⅳの状況の中では、毎年 200 から 250 区画販売

しますが、全て完売しているわけではない。また一方、納骨堂については供給以上の需要

があり、待機者がいるという状況です。以上が熊本市の現状となります。 

 

人吉市：隅田課長補佐 

人吉市の隅田です。よろしくお願いします。 

昨年４月から現職にいますが、人吉市の墓地関係の業務を進めるにあたり、平成 24 年

と平成 25 年で進めております、現況調査の内容の途中経過報告と改葬許可などで市民の方

とお話しする中で感じたことなどについてお話したいと考えています。 

今日、大きなファイルを持ってきていますが、これでまだ現況調査の途中です。平成 24

年の権限委譲の際の許可台帳に記載されていた人吉市の民有墓地が 59 件でした。ただ、人

吉市はそんなものではないはずと思いました。町内の墓地など、色々な墓地があるのに記

載がなく、実はさっぱり分からないという状況でした。市が市有の土地の上に管理してい

る墓地は、大きなものから小さなものまで 14 箇所あります。そちらについても、誰が使っ

ているのか、実ははっきりしないという状況にありまして、分からないことがたくさんあ

る中で、市営墓地の募集を停止しており墓地を供給できていない、また民有墓地について

も紹介ができない状況でした。そのような中で、ある民有墓地の法面が崩れ、そこから古

い甕棺（かめかん）が露出していると市民の方からご相談があり、調べていくと土地の登

記は共有であり、誰が管理しているか全く分かりませんでした。実際にお墓を使っている

人も相談があった人だけであり、江戸の年号の墓が並んでおり、民有の土地であるから手

も出せず、しょうがないので甕棺の上にブルーシートをかけて様子を見てくださいという

ことにしました。 

ほぼ同時期に、隣の墓地の木が茂っているので切って欲しいという相談がありました。

そこも民有墓地であり、誰が管理しているかはっきりしませんでしたので、町内会長に相

談したところ、まだそこの墓地は誰が使っているのか分かったので、対応していただくこ

とができました。 

こういう事例が立て続けに起こっていますので、使用者や管理者が分からない墓地が多

くなっているのではないか、これから問題が大きくなっていくのではないかという不安が

あり、この調査を始めました。 

土地の台帳地目や現況地目が墓地となっているものをベースに、町内会長や周辺の方々

に聞き取りし整理をしていきました。土地の所有者や管理者の代表は誰か、お墓がいくつ

ぐらいあって、そのうち無縁墳墓や空き区画がどれくらいあるか、またいつ頃からあるの

か、危険箇所はあるかなど、現況の写真を撮りながら調査を進めていきました。調査は、

今も継続中であり、今年の 12 月まで実施する予定です。 

民有墓地については、人吉市は６つの校区があり、そのうち３つ終わっています。現時

点で 439 箇所の墓地がありました。そのうち 343 箇所は昭和 47 年に県で一斉調査をされた

際に把握されていたものですが、96 箇所が昭和 47 年時点で未把握であり、昭和 47 年以降

に作られた墓地だろうと思いますが、権限委譲の際の許可台帳には全部は記載されていま
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せんでした。この中には無許可の墓もあるのだろうと思いました。昭和 47 年当時に把握さ

れていた墓地を見に行くと、原野化されており、もうお墓が見えないところも山間部など

に複数ありました。 

また、管理者と使用者が個人という墓地も多く、その土地の地目は山林や雑種地などの

ところも多く、山あいに入られた住宅で、3～40 年前に建立されたというところも見られ

ました。 

墳墓の総数ですが、2,853 ありました。そのうち、お参りした形跡がなく、無縁ではな

いかと思われるものが 2,361 ありました。崩れたりする危険箇所がなかったのでホッとし

ていますが、無許可の墓や管理者が不明な墓についてどうすればいいのかということにつ

いては、平成 25 年の調査が終了して考えていきたいと思っています。 

調査をしながら感じたことですが、あまり経営許可が必要であると知られていないとい

うことが分かりました。個人の方々からも聞かれましたし、お寺でも許可が必要なことを

知らないところもありました。 

それから改葬許可の最近の状況ですが、非常に納骨堂への改葬許可が多い状況です。今

年度に入って 24 件あり、そのうち 14 件は納骨堂への改葬です。市内の寺院でも納骨堂を

作られるところもあり、山あいからそこに移転するという形の改葬が多い状況です。 

一方、遺骨が人吉市の外に出ていくケースも多い状況です。24 件中 9 件は市外に転出さ

れています。市外の方が市外に連れて行かれるという状況も見られます。 

そのような中で高齢者の方で「私がきちんとしないと」「私がどうにかしないと」とい

う声を聞くこともあり、不安を抱えているように感じています。 

現状としては以上です。 

 

菊陽町社会福祉協議会：甲田事務局長 

菊陽町社会福祉協議会の甲田です。私は社会福祉協議会ですので、お墓のことを調べ

ているわけではありませんが、高齢者の不安という点からお話させていただきたいと思

っています。 

社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目的に福祉活動を行って

いるところです。その活動を展開するにあたり、福祉活動計画をつくりそれを基に実施

しています。 

第３期の福祉活動計画を策定する際、2006 年に生活実態調査を実施しました。その結

果の中に、お墓のことというか、高齢者が不安に感じている数字が見られたことと、そ

れを基に平成 21 年、平成 22 年で実施した、孤立死防止モデル事業の中での住民の皆様

の声をご紹介したいと思います。 

まず、生活実態調査で見えてきましたのが、昭和 45 年（1970 年）から大型団地がで

きまして、人口の急増が見られています。また第二期として 1970 年代に企業誘致などで

人口増加が起きており、その後 2005 年には５年間に県下一の人口増加率という状態にな

りました。雇用労働者の人口の増加が見られ、昭和 45 年（1970 年）は 35％程度が雇用

労働者率でありましたが、2000 年代になりますと、熊本市と並ぶくらいの 66％から 70％

になっており、雇用労働者率の増加が見られています。 



 

 - 9 - 
 

また菊陽町の地域の類型ですが、労働者が増えている団地や戸建て住宅などが増えて

いる地域や、従来からの農村地域など、色々な地域の類型があります。そのような中で

は、高齢者の不安はまちまちでありますが、暮らしの中での声で特に見られたのが、新

旧混合地帯、要するに人口密度が高くなり、戸建ての家に住まれている方々の高齢者の

不安の中には、介護の問題などもありますが、その他に老後のことで 42％の方が不安と

いう数値を示しています。これが墓の問題なのかは分かりませんが、老後の生活の問題

が浮き彫りになってきました。なお、この調査のやり方ですが、655 世帯を一軒一軒回

り、回答いただいた 605 世帯で数字を拾っています。 

老後の問題のほかに、冠婚葬祭で費用がかかるという心配が 20％くらいありました。

また財産相続の問題として、夫婦のみの世帯、ひとり親と未婚の世帯、要介護者を抱え

ている世帯では、財産相続の不安が高く見られました。 

また、菊陽町では火葬場を単独で持っているわけではありません。公営墓地もありま

せんので、自分で何とかしないといけないと思っている問題として、火葬場や墓地の問

題が全体の 2.6％見られました。 

先ほど話した孤立死防止モデル事業については、大型団地の世帯や個別住宅の世帯の

４自治会を指定して、それぞれワークショップ形式で課題を見出し、話を進めていただ

きました。そのような不安の解消を、自分たちで何ができるのかということを検討しま

した。その中で、１町内、２町内の武蔵ヶ丘団地では高齢化率が 17～21％でしたが、一

人暮らし世帯は 40 世帯と 46 世帯。 

また７町内、８町内の戸建ての世帯は、高齢者率は７町内で 41％、８町内で 33％と、

昭和 47 年頃に建てられた戸建て住宅で高齢化が進んでいることが見られました。その中

にも高齢者の１人暮らしも増えており 14 世帯、18 世帯、高齢者のみの世帯も 46 世帯と

21 世帯と増加が見られました。 

そして、この孤立死防止モデル事業に取り組んでいる中で、実際、孤立死が武蔵ヶ丘

１町内で１件、２町内で２件起こりました。そういった近隣の関係が薄くなり、亡くな

って発見が遅くなるという事態が起こり、大変ショックを受けました。 

 そのような状況でモデル事業を進める中での住民の声ですが、現在、核家族化が進み、

高齢者だけで住んでいる、家族が遠くにいるけど関わりが薄くなっている、また近隣と

の関係性も薄くなってきている、あるいは高齢者になって公団に住まれる方も多く、地

域とのつながりを作るのは難しいということで、孤立死が起こりやすい環境があります。 

 そういった方々の不安の中には、倒れた時の緊急対応はどうするのか、その後のお墓

のこととか、墓を作ったとしても誰が守っていくのか、子どもがしょっちゅう来るわけ

でもないので、という声もありました。 

 緊急対応の不安の中には、それを発見していただくために、携帯電話などはつなげる

が、家の中には入れない状況もあり、そういった時にカギの保管をどうするのかという

こともありました。 

 こういった高齢者の不安があることを私たちは感じとりまして、一方では鹿児島の社

会福祉協議会ではお墓にお花を供えることを生業としているところもあると聞いており、

社会福祉協議会として高齢者の不安に対して何ができるのか考えていかないといけない



 

 - 10 - 
 

と考えさせられました。 

 

特別養護老人ホーム くわのみ荘：清田部長 

 社会福祉法人青山会特別養護老人ホームくわのみ荘の清田です。よろしくお願いしま

す。今日はお墓のことというよりも、社会福祉法人でなぜ終活に取り組んでいるのか、

また取り組み始めた背景、終活カレッジに参加されているカレッジ生さんの声などをお

届けできればと思っています。 

 私どもは介護老人福祉施設を母体とする社会福祉法人で、今年で創立 40 周年を迎えま

す。長年人生のラストステージに関わってきた私たちは、高齢者の終末のあり方が果た

してその人が望んでいたあり方であったかどうか、ということをたくさんのご家族と悩

み、考えて参りました。 

 それは施設で看取ってきた高齢者だけでなく、在宅で家族介護や在宅サービスを受け

ていた高齢者においても同様で、最後の看取りの場所やあり方、終末期医療や介護につ

いてご本人の意向どおりにマネジメントできたというケースは多くはありませんでした。

そこには、終末に関して現場に即したエンディングノートやリビングウィルといった自

分の意志を示せるツールが存在していなかったことや、在宅の介護においては制度を見

直しても、家族の精神的な負担や不安が大きく認知判断機能が低下した高齢者の意向を

推し量ることよりも、終の暮らしや終末において家族の意見が反映されがちになるとい

った現状があるからです。 

 また今後の介護保険制度の状況は、軽度の要支援認定者や介護予防支援事業の利用者

がどのように介護予防を行っていくのかが課題になってくると予測されます。制度に頼

らず、個人個人が自分の力で自分の人生・命に責任を持ち、最期まで自分らしくあるこ

とができ、願わくは可能な限り元気に暮してきた地域や社会で交流し、培ってこられた

知識や技術を地域に貢献しつづけていただきたいと考え、平成 23 年 11 月にくわのみ終

活カレッジを開校いたしました。 

 一般的に行われている終活セミナーとは違い、私たちは 12 講座を３カ月かけて実施し

ています。内容は、お手元のチラシにある 12 講座になっています。一般的なセミナーで

よく勉強される相続や遺言だけではなく、私たちが社会福祉法人として得意としている

介護や終末期医療、介護保険制度、高齢期の特徴や認知症のこと、介護保険を使った在

宅生活や施設の選び方を学んでいただいております。 

 毎回、講座内容から自分自身のご希望をエンディングノートに書いていただけるよう

にしております。そして 12 講座の最後にはこれからの生き方、自分らしく何を生きがい

にし、老後を迎えていただくかについて向き合っていただく時間を作っています。です

ので、私たちのエンディングノートは手作りでファイルに資料を挟み込んでいくような

形にしておりまして、「私の花道ノート～これから先の不安を解消し、今を自分らしく生

きる講座～」という名称としています。今日はお墓のことだけの資料をお持ちしました

が、一講座でだいたいこれぐらいのことを勉強していただいております。 

 エンディングということで、あの世への逝き方を通して、これからの生き方を学んで

いただいているということになっています。これからの生き方ということで楽しみや生
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きがい探しのお手伝いとして、終活とともにカルチャー講座も開催し、多世代交流や社

会貢献の場の提供として、フリーマーケットを昨年から 10 回ほど開催しました。その成

果として、４月に第２期が終了しましたが、終了後にカレッジ生の３名が自分たちが得

意の裁縫で社会貢献がしたい、それを自分たちの第３の人生にしたいとおっしゃってい

ました。第１の人生が仕事をしてきた人生で、第２の人生で楽しんで、その楽しんで得

た裁縫の技術で皆さんに貢献することを第３の人生にしたいとおっしゃっていました。

この５月からカレッジ生の３名でソーイングカフェを開いて、新たな交流を生み出す場

を作られています。 

 私ども社会福祉法人が行う終活は３カ月間かけて、お一人お一人に関わっていく対人

援助であると考えております。究極の介護予防活動という思いのもとに実施しておりま

す。開催趣旨にもご理解いただき、熊本県の地域共生くまもとづくり事業や地域の縁が

わ事業として広く皆様にご利用いただいているところです。 

 ３月には新聞社からも終活特集に取り上げていただき、現在法人所在地の熊本市北区

を中心に、熊本市西区、玉名市、合志市より受講していただいております。９月から４

期を始める予定にしておりますが、同地区以外にも熊本市中央区や山鹿市、荒尾市から

も申込みをいただいているところです。また、北区にある老人会からは一年を通して１

月一講座受講したいということで、10 月からその地区の公民館に出張講座をする予定と

なっています。 

 先ほど資料にもありましたが、このように終活への関心の高まりを毎日のように感じ

ているところです。カレッジ生の数も多くなり、当初開校した時はお一人のこともあり

ましたが、現在は毎回 20 名くらい参加いただいています。そのように数も多くなり、今

後の開催方法や回数などが私どもの検討課題となっています。 

 最後にお墓のことについても講座の一つにありまして、またあとの機会でお墓のこと

に関してのカレッジ生のご意見をご紹介できればと思っています。 

 

熊本県：内田総括審議員 

 熊本市、人吉市の墓地を取り巻く状況、それから終活や高齢者の不安という状況など

様々なお話がありましたが、それらを踏まえて和田先生、長江先生、森先生からご意見

をいただきたいと思います。 

 

熊本学園大学：和田教授 

 熊本学園大学の和田です。これまでの県の地域福祉計画にも関わらせていただき、各

市町村の地域福祉計画、また社会福祉協議会の活動計画にも関わらせていただいており

ます。そのような中で、この問題とつながりについて考えていることをお話したいと思

っています。 

 ご承知のとおり、成年後見制度が随分認知されるようになってきました。しかし、そ

の一方で市町村長が後見開始を申立てする、つまり身寄りのない人の後見開始の申立て

が増加している状況です。申立てした後、葬送の問題や墓の問題が出てくるわけです。

もう一つは、生活保護世帯が増加しており、葬祭扶助などの問題が出てきています。そ
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れにどう対応していくかということ、それとお墓にまつわる墓石や墓地に関する消費者

トラブル、先ほど隅田さんからも話がありましたが、管理や維持に関わって隣近所とか、

あるいは防災上の問題を含めて問題が出ているという話を聞きます。 

 知的障がい者をお持ちのある親御さんとお話した時に、今、障がい者に対するサービ

スも充実してきて、日常支援事業など、私たちがいなくなっても何とか生きていけるだ

ろうと思うが、ただこの子が最期を迎えた時に誰が葬式をするのか、自分たちを含めた

墓をどうするのかという不安があると話された言葉が私の中で残っています。 

 事務局から熊本の未婚率が高いというデータを紹介されましたが、高齢化する核家族

が次のステージでは墓をどうしていくかという問題が横たわっていると思います。 

 また、くわのみ荘さんの終活の話を聞きながら思ったのが、死に方をどうするかとい

うことは生き方をどうするかということという思いが込められていて、お墓の問題も生

き方の問題として、今後はそのような形で行政としても位置付けていく必要があるので

はないかと思っています。 

 後ほど、森先生にご教授いただければと思いますが、九州の中で熊本が「その他」の

墓地の割合がかなり高い。また、沖縄では個人の墓地が高いなど、そのようなことをご

教授いただければと思います。 

 

聖徳大学：長江教授 

 熊本市と人吉市の事例を伺い、他人事ではないと感じました。私は千葉県の松戸出身

ですが、昭和 20 年に当時の東京市の墓地が千葉県の松戸にできました。75,000 家族の

墓があります。私自身のバックグランドは、そこの 39 軒ある石屋の家系に生まれ、墓地

に関する研究は 25 年前からしています。私が住んでいる松戸市は都市型であっても、過

疎。超高齢化社会というのは東京の周辺の衛星都市でも起きています。地方の話として

聞いていたのではなく、日本の縮図であり、全ての話に関わっているというふうに感じ

ました。 

 世界 45 カ国の墓地行政を勉強していますが、その中でも日本においては急激な高齢化

と単身世帯の高齢化率の高さがこれから大変な問題になるのではないかと考えています。

65 歳以上の三世代同居はわずか 30％しかいません。あとは夫婦世帯、あるいは単身世帯

ですので、先ほどの孤立死の問題などは、松戸市は 48 万 5 千人の人口ですが、年間でい

うと１日に 1 人くらいの孤立死が出る状況です。それは、高齢者だけでなく、50 歳代や

60 歳台という男性の単身者の家庭で起きています。松戸市にも常盤平団地があり、孤立

死ゼロと言っていますが、ゼロにはなりません。ただ、発見を早くするための仕組みづ

くりは求められると思っています。 

 私は、墓地は骨の捨て場ではないと思っているので、人の優しさやその地域を愛した

人たちが眠っているのであれば、どのように対応すべきかをいつも考えています。 

 問題の一つは墓地の過疎ということ。人吉市で調査をされたということはすごいこと

で、調査をすると無縁化率が出てきます。森先生と一緒に平成 9 年から 10 年に無縁墳墓

の改葬簡略化という省令改正に携わらせていただきましたが、無縁改葬まではいくが、

その後の遺骨の行方とか、荒れ果てた墓地の再生、あるいはそれらを情報共有するやり
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方などは日本ではなかなかありません。たまたま 10 年前くらいに宮崎市で墓地の委員会

に携わらせていただいたことがありますが、その時は、戦前の共葬墓地が市に７箇所移

管されており、管理費も一切取っておらず、全て税金補填で年間予算として 1000 万円前

後かかっていました。先ほどの隅田さんの話ではないですが、土地が崩落し、それらに

かけるお金もなかなか大変でありましたが、その７箇所の墓地を地域でお荷物にしない

で、地域コミュニティの再生に役立てていくというまちづくりと墓地の視点で再生計画

を立てました。 

 郊外に立派な公園墓地が２つありました。市内の不便な墓はそちらに移るだろうと思

っていましたが、移ることはありませんでした。なぜかというと、墓は使い続ける祭祀

施設ですから、使っている人にとっては地域密着型なのです。そこで無縁化していると

ころをきれいにすれば、リサイクルして借りる方もいるし、そこでお金が生まれます。

ただ、その遺骨を郊外の霊園に大きな納骨堂に入れるということになるとみんな大反対

して、地域で小さな納骨堂を作ってくれということになりました。 

その委員会には、行政の方や学識経験者、地域住民も入って作ったので地域のニーズ

に合った小さな納骨堂を作り、そこで再生し墓地に駐車場を作ったり、墓地をバリアフ

リーにして車椅子でも墓参ができるようにしたり、そのようなことに取り組みました。

いわば、墓地の活性化というか、市内の真ん中にあっても墓地が使えなくなった方と使

いたい方のマッチングをするというものでした。 

 人口流入した時には、自分たちで墓を作らないといけない。それがこれまでは家族単

位だったが、一人単位、夫婦単位、それを有期限のような形で動かしていかないと永久

に墓地を作り続けるということになりかねないので、人口もまた急激に減少しますので、

施設の有効利用が極めて有効です。 

 ヨーロッパは土地が狭いので 20 年単位くらいで貸し付けて、20 年経って同じ家族が

使い続けないのであれば返してくださいということで、遺骨はちゃんとみんなで守ると

いう永代供養墓のようなものがあって、安心というシステムづくりであり、そのように

していかないと回っていかないのです。 

 そういう研究をしていますが、このような問題は都会でも日本全国でも起こります。

戦後の人口流動で都市に人口が移ったことが大きく、地方には親御さんだけが残るとい

う状況が起こりました。それは松戸市でも同じであり、日本橋から 20km しか離れていな

いのに、子供たちは東京の安いマンションに住んでおり、松戸市のお年寄りが取り残さ

れている状況になっています。 

 第２点目に、そのようなことから地域でいかに守っていくかという祭祀施設としての

墓地を守るシステムづくりをしていかないといけないと思っています。それを社会福祉

協議会とか自治会とか、社会福祉法人などが、例えば草取りなどをちゃんとお金をもら

って請け負っていくようなシステムを作らない限りは難しいと思います。墓地は永続管

理を必要とする最も難しい施設であり、公営でも作るのに一切補助金は出ませんし、だ

から原資もなければ経営もできない中、みんなの知恵で回していかないといけない。た

だお荷物ではなく、福祉の大切な施設だというふうになればいいと思っています。 
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熊本県：内田総括審議員 

 墓地の過疎化など、時代の変遷の縮図が最後に表れるのが墓地なのかなという感じが

します。 

 

茨城キリスト教大学：森教授 

 お話を聞いていて、墓地問題を大きな福祉という枠組みで捉える時代がやっときたと

いうことです。20 年前にそのような話をしても誰も相手をしてくれませんでした。 

 今回、蒲島知事がマニフェストの中に墓地問題を入れたというのは画期的なことだと

思っています。それは重要なことであると考えています。 

 先ほどから色々な話を聞いていて、現行の墓地問題あるいは死後の問題については、

現行法の枠組みでできる問題と解決できない問題があるということです。今日私の提出

した「現代の墓地問題」という資料の中に「墓地秩序をめぐるトライアングル」とあり

ますが、これは近代日本の墓地秩序を支えた枠組みです。ここに「祖先祭祀」という道

徳規範がこの秩序を支えるとありますが、これからの墓地問題を考える上でこのシステ

ムが維持できるかどうかは難しい問題です。日本では遺体は祭祀財産として家族=跡継ぎ

（祭祀承継者）の所有物とみなされます。西洋諸国では、遺体は無主物（誰の所有でも

ない）であるので、結局は社会全体で責任を持つべきだという考え方をします。皆さん

も聞いたことがあると思いますが、「ゆりかごから墓場まで」という場合、墓地は社会が

提供すべきということを意味しています。ヨーロッパの墓地法の目的に、当該の地方自

治体で死んだ人には墓地を提供すると規定しているのが一般的であります。日本では、

遺体は跡継ぎに遺体の所有権があるので、跡継ぎ（家族）が墓地を準備すべきというこ

とになるわけです。 

 ところが、1990 年を境にしてお墓のあり方が大きく変わってきています。少子化の中

で跡継ぎの確保が困難になってきます。熊本県だけでなく日本全国どこでもそうである

が、跡継ぎがいないとお墓を持つことができない問題が生じています。この問題の解決

を迫られることになりました。 

 もう一つの問題ですが、祖先祭祀の意識が一番高いのは高齢者であると思っている方

もいるかも知れませんが、必ずしもそうではありません。高齢者の方にも祖先祭祀の意

識が揺らいでいることが意識調査からわかってきました。ここで「高齢者」を 70 歳以上

に限定しても、私どもが実施した意識調査の中で「霊魂を信じる」割合が一番少ないの

が 70 歳以上であり、「先祖を祭らなければ祟りがある」という設問でも、祟りはないと

回答した人も 70 歳以上の世代が最も多い状況です。 

 ここでは私達は、常識的に高齢者ほど祖先祭祀の意識が強いと思っていますが、それ

が錯覚であることがわかります。現在の 70 歳以上の世代は、自分たちの親は伝統に従っ

た形で埋葬・葬送を行ってきたが、「私」（自分）が埋葬される時には「私」が決めたこ

とに従って欲しい＝自己決定こそが重要であると考える人が多くなってきたことです。

このような高齢者の意識が若い人たちにどのような影響を与えるのかと考える必要もあ

りますが、私は個人的にはもう少し他者（社会）のことや残される家族のことも考えて
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と言いたくなるし、自己決定ばかりを強調するのではなく自分の老後を考える時には

「私」と家族との関係・「私」と社会との関係を考えながら、自分が生きた証をどのよう

に残していくかを考えた方がよいのではと思っています。もちろん、これはこれから高

齢者になっていく自分に向けられた問題でもあるのですが。 

 このような枠組み変化の中で新しい問題が生まれてきました。一つは、跡継ぎがいな

いと安心して死ぬことができないという伝統的な葬送の仕組みをどうにかしないといけ

ないと思います。墓地問題は家族内部で完結すべきであるという論理ですませてきまし

たが、現在でも跡継ぎがいない人は 30％くらい、これからはかなり多くの人々がこの不

安を抱えるようになっています。その不安が散骨、樹木葬・合葬式共同墓というような

新しい形のお墓を求めるという流れになっています。 

現在、全国のあちこちで散骨はトラブルを起こしていますし、合葬式共同墓にしても、

このような形態の共同墓が法律上「墳墓」なのか、「納骨堂」なのか、自治体によってそ

の解釈も定まっていません。樹木葬については、その定義すらはっきりしておりません。

墓地埋葬法は厚生労働省によって所管されているわけですから、国がこれらの新しい形

態のお墓・墓地について定義をしていかなければなりません。現行の墓地埋葬法に想定

外の問題が起こることによって、最近では墓地埋葬法が機能しなくなってきています。

また、地方自治体は、新しい葬送の流れに対応しながら、どのような形態のお墓、ある

いは葬送の形態を市民＝住民に提供していくのかを考えていかないといけない状況にあ

ります。 

 

熊本県：内田総括審議員 

 今、社会を映すような大きな話もありましたが、厚生労働省からいらっしゃっていて、

墓の担当であったということも含めて、山田局長からご意見をお願いします。 

 

熊本県：山田長寿社会局長 

 熊本県長寿社会局長の山田です。私が今日ここに座らせていただいているのは２つの

立場からと思っています。一つは県の長寿社会局長という立場と、もう一つは厚生労働

省で墓地、埋葬等に関する法律を担当した立場だと思います。 

スタンスとして、ごちゃ混ぜになった発言になりがちですが、まず全般的なこととし

て、高齢者ではなくてもお墓がなくて買わなければならない人のお墓は高いのかなとい

う悩みや、先ほどから議論がありました、継いでくれる人がおらずどうなってしまうの

か、無縁墳墓になってしまうのではないかという悩みなど、せっかく元気な高齢者が楽

しく人生の後半を送るべきところに、こういった問題で悩んでしまっているというのは

非常にもったいないという気がしています。そうした不安を全くなくすということは難

しいかもしれませんが、少しずつ減らすべき取組みが大事ではないかと思っています。 

県の幸せ実感くまもと４カ年戦略でも、「長寿を恐れない社会から長寿を楽しむ社会

へ」ということを目標としていますので、そういった不安を少しでも減らすということ

が長寿を楽しむ社会への必要条件ではないかと考えています。 

一つ気になっているのが、県行政でありますから、あまり深く宗教的なことに入って
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いくことは慎まなければならないということです。宗教的な論点に深く入ることは慎み

つつも、長寿を楽しむ社会へという観点で検討をしていかなければならないと考えてい

ます。 

また私が、墓地、埋葬等に関する法律の担当をしていたという観点からのコメントで

すが、この法律の目的は、「国民の宗教的な感情に適合し且つ公衆衛生その他公共の福祉

の見地から」となっております。先ほど森先生のお話にもありました「ゆりかごから墓

場まで」という福祉国家のキーワードでありますが、我が国を見ると「ゆりかごから終

末期医療」くらいまでが人を対象とした福祉の観点で法律が作られており、亡くなって

墓場になると、急に公衆衛生という観点が前面に出てくるという感じがしています。た

だ、墓地、埋葬等に関する法律も「公衆衛生その他公共の福祉」と書いてあり、単に公

衆衛生だけを目的としている訳ではないと思っています。森先生や長江先生にもかつて

ご相談させていただいていましたが、墓埋法の中でも公衆衛生だけでなく、墓地の経営

の安定という観点も少しずつ平成 10 年くらいから出始めています。単純に公衆衛生だけ

に捉われずに、福祉的な見地を強めてきていると思っています。 

もう一つ、隅田さんのお話をお聞きして、無縁になって管理されていないお墓がある

と、安心して長寿を楽しむということからは遠いのかなという気がしています。無縁に

なった後、どこか自治体でも、お寺さんでもいいですが、墓籍をしっかりと管理して、

誰かが時々手を合わせてくれると思えるようにすることで、死後の不安が和らぐのでは

ないかと思います。自分が生きてきた証が全くなくなってしまうことについて、不安に

思う人が今の日本人では結構いるのではないかと思っています。 

今日お話を聞いて、2,853 件の墓地のうち 2,361 件が無縁化というのはかなりの率だ

と思いますし、実はそういったことを調査されている市町村は少ないという感じもして

います。まず、地域にどのような墓があって、また、無縁状態もしくはそれに近い状態

のものがどれくらいあるのかということを把握することが大事ではないかと思います。

また、市町村が墓地の状況を把握したとしても、民有地であったら役所は手が出せない

との話もお聞きしました。そういった問題事例などを整理していければいいと思ってい

ます。 

県という立場は、実際に埋葬や火葬を行う市町村とも違う立場であり、墓埋法を所管

している国とも違う立場ですので、そのちょうど間に入って基礎自治体や国に働きかけ

て県としての役割を果たしていきたいと思っています。 

 

熊本県：内田総括審議員 

皆様の意見をお聞きして、やはり現場などでも大きな課題を持っており、先生方からの

話の中でも制度的な話とともに、生き方の問題も含めて大きな問題があり、すごく幅広い

議論を始めたなということを改めて感じました。ただ、知事がメモリアリゼーションとい

う話をしていますが、自分の生きてきた証をどう残すか、老後の安心と福祉的な視点をど

う捉えるかという話も非常に大事であるし、その中で自治体がきちんと永続的に管理する

役割もあると思っています。 

資料５に「これからの墓地行政のあり方や今後の施策の方向性」としていますが、皆様
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から色々いただいた話は、ある程度この中にキーワード的には入っているのではないかと

いう気がしています。個々の話から事柄をまとめていくのはなかなか難しいので、資料５

は昨年の長江先生の講演の後に我々でまとめたものですが、これをベースにしながら施策

の方向性等についてご意見をいただき、少し集約した議論をしていきたいと思っています。 

この資料５について、またこれまでいただいた意見も含めて、まずは森先生から今後ど

のように議論をまとめていけばいいか、お話をいただければありがたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

茨城キリスト教大学：森教授 

これからの墓地のあり方についてですが、墓の新しい形態はある意味では現在出揃った

と思います。合葬式共同墓や樹木葬、散骨を認めるかどうかは別にして、これほど一般的

になってくると認めざるを得ないと思いますが、問題は新しい形態の葬送を法律がどのよ

うに整理するかが問題だと思います。 

先ほども申しましたけど、国がやらないといけないことと、地域でやるべきことがある

と申し上げましたが、もう一つ重要な問題が財産・遺産の問題です。跡継ぎ・相続人がい

ないと自分の財産を継いでくれる人がいないということになりますが、跡継ぎがいないと

財産・遺産が国庫に帰属するのが建前ですが、死者の葬送と遺産の相続・承継をリンクさ

せる形で、問題解決の仕組みを考える必要があると思われるし、その意味でも住民の生活

の場である地方自治体は、この問題に積極的に取り組む必要があると思っています。 

熊本でも人口減少しており、熊本出身の人たちが東京や大阪にいらっしゃるが、彼らが

田舎とのつながりをどういう形で持つかということをどこかで考えていることだと思いま

す。武蔵野市などが始めているのが、ふるさと納税制度を利用した形で墓地を整備できな

いか、跡継ぎがいないと墓地が持てないでは困りますので、そうではない別の形で地域社

会でどう再構築するのか考えていかないといけないと思います。ふるさと納税と組み合わ

せた形で墓地を整備することは可能ではないかと考えています。 

もう一つは、跡継ぎのいない人が、民間の団体と「死んだ後はこうして欲しい」と生前

契約することがあります。老人ホームなどでも死ぬ直前に公正証書を交わして財産を処分

することがあります。このようなことが、実際どれだけ公正に行われているかきちんと調

べる必要があると思います。武蔵野市は公益財団法人武蔵野市福祉公社をつくって対応し

ていますが、私は何らかの形で地方自治体が管理・監督する必要があるのではないかと考

えます。この問題も現行法の枠内でどれだけできるのか問題は残るのですが、私は地方自

治体が中心になって新しい制度を構築する必要があると思うし、そのことが安心して死ね

る装置を作ることにつながると思います。 

 

聖徳大学：長江教授 

 資料５の４つの視点ということでありますが、これからの墓地行政のあり方としては、

先ほど森先生の話にもあったように「ゆりかごから墓場まで」という安心システムの構築

の中で墓地の問題ということを福祉の視点として位置付けていくことが極めて重要です。
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ヨーロッパでも福祉の最先端のスウェーデンなどで、なぜ墓が用意できているかというと、

昔は教会税、今は埋葬税というものがあり、その税金を財源として、オスロ市であれば人

口の３％を埋葬できる場所を用意しなければいけないという数値目標を条例化して墓地を

用意しています。つまり、公共が用意していくためには財源がしっかりしていないとなか

なかできません。日本の場合は、墓地に関しては公営でも補助金が一切ありません。市の

特別事業などで市債を発行することはありますが、受益者負担として回収していかなけれ

ばならないという前提があるので、公営の墓地ができにくい形になっています。先ほどの

森先生の話ではありませんが、原資をどう作っていくかが極めて重要ではないかと考えて

います。 

 また、平成 24 年から許認可権が市に下りてしまったので、市は大変な状況になっていま

す。墓地に関する現状調査であるとか、あるいはそのようなことに関わる情報を収集して、

学び合う場を県で提供していただくとか、あるいはそのようなことに補助金を出すなどの

方向を出していただかないと実態が進んでいかないだろうと思います。 

 それからセーフティネットの墓地のあり方や新たな墓地機能の可能性ですが、森先生が

お話になったように跡継ぎ問題というのが、森先生と一緒に厚生省の懇談会の委員をして

いた平成９年頃から心配でした。現在ではそれが本当のことになってきているので、この

ことに関しては、例えば千葉県松戸にある八柱霊園であれば墓地の承継に関しては七親等

まで認められています。その墓地を受け継ぐというのが家族の直系だけだと思い込んでし

まったら、潰れていきます。人吉市の調査の中で無縁と思しき墓地が、もしかすると有縁

かもしれない。つまり東京とか大阪に出て行って全く顧みない状態が無縁と思しきものだ

とすると、そのようなものに関して追跡調査はなかなか難しいかもしれませんが、無縁墳

墓の改葬をしていく中でシステムを作っていかなければならないと思います。甥とか姪で

も受け継ぐ人がいればそれを活用するという形。「墓終い」だけでなく、「墓活用」という

方法もあるので、その承継の範囲をどうするのかという問題もあります。 

 それから、今後、期待される新たな施策や関連する施策との連携・つながりについては、

お墓についても、介護や看取りなどとともに終末期全体で考えると、お墓は最終部分なの

で簡素化して骨の捨て場にならないように人に対する温もりとかやさしさとか、あるいは

熊本で眠るという幸せ感をいかにみんなで作っていくかということを連携すること、また

高齢者の相談窓口をしっかり作るとか、そのようなことを含めて問題点を抽出して問題解

決をしていかないといけないと思います。 

 私は、ハコモノ行政はダメだと思っています。大きな墓地を創るだけでは駄目で、それ

をいかに実体の人間が動かし管理していくかということがなければ、モノだけ創っても解

決しないと思っています。巨大な骨の捨て場となってしまわないようにしないといけませ

ん。 

 あと、合葬式の共同墓や永代供養墓については、先ほども森先生が言われたように、定

義がなく、定義がないということは保証がないということで、樹林墓地をご存知かもしれ

ませんが、見た目はきれいですが、マンホールが空いていてその中に布の袋に入れたお骨

を積み上げる、下はコンクリートなので永久に土に返らないで巨大な骨の捨て場になって
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しまいます。先ほど隅田さんのように、墓籍簿を管理するというだけではなくてメモリア

リゼーションとして、一人ひとりの生きてきた時の名前を刻めるようなプレート型でも良

いのでそれが必要かと思います。おじいちゃんがこの辺りに眠っていると聞いて、孫が訪

れた時にも分かるようにしてあげて欲しいと思います。そうしないと単なる骨の集積場に

なってしまって、そういうものをいくら創っても美しくもないし、熊本の暖かさが伝わっ

ていかないと思っていますので、協議して実現して欲しい。先ほどの森先生のアイデアも

素晴らしいと思います。国庫に寄附ではなく、委譲して県や市町村にその施策のために寄

附をしていただくことも含めて、必要ではないかと思います。 

 

熊本学園大学：和田教授 

これまであまり墓のことを考えたことはなかったんですが、昨年父が死んで今年が初盆

ですが、なかなか墓の手入れが行き届かずに、ちょっと見に行ったら草が生えていました。

そこの墓地の地形はちょっと高台になっており、片一方が崖になっており、下には住まい

があり、防災上の問題も考えてしまうという現実を、この研究会の話をいただいて考えさ

せられました。 

地域福祉という点でいうと、どのように故人と地域とがいかにつながっていくか、つな

がるといえば命の連続性を私たちは大事にしようというバックグラウンドがあり、命の連

続性という延長線上の中に、実は墓であるとか、どう弔っていくかという問題があるのだ

と思います。逆に言うと、地域福祉計画に関わってそこまでの視点があったかというと、

政策で「これができます」とか、「これをしたらどうでしょう」と考えてきたけども、この

視点がこれからは求められるだろうと思いました。 
先ほど少し申し上げたとおり、お墓にまつわる様々なトラブルについてどこがどう相談

を受けるのかという仕組みや支援策については、県や市町村を含めて行政で考えていくこ

とがとても重要であると思います。 
甲田さんの話にもありましたが、社会福祉協議会が無縁墓を管理されているという話や

天草市では終戦直後にある船が沈んでしまって、その沈んだ船員の遺族が残されていて、

その慰霊を年１回やっており、それを天草の社会福祉協議会が取り組まれているというこ

ともあります。長江先生や森先生の話のように生きてきた証をどのように次の世代に伝え

ていくかという重要な課題があるのかと思います。それをいかに広い意味での福祉政策と

して実現していくかがこれから重要であると思いました。 
 

特別養護老人ホーム くわのみ荘：清田部長 

 終活カレッジのお墓の講座の時にカレッジ生さんが 20 名参加で、そのうち 10 名以上が

自分の入るお墓が決まっているとおっしゃっていました。継承しているお墓や納骨堂に生

前契約をしているというお話でありましたが、納骨堂は永代供養という形ですかと聞いて

もそのこともよく分かられていないという状況でした。 

 跡継ぎのいない方であったり、独居や高齢者世帯であったり、子どもが遠方にいるとい

う方もおられて、継承していくお墓へのあり方への心配の声もあがっていました。 
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 新聞記事にも、お墓を立てても三代先は無縁になるという記事がありましたが、三代先

といわず、無縁墓の問題が誰にも起こりうる問題だということをカレッジ生さんたちと一

緒に認識しました。また、墓の改葬や分骨、新しいお墓との二重管理に係る費用の問題な

どについても心配されている声がありました。 

 これまでの墓のあり方と、現在も含めたこれからの墓のあり方が変化していることに気

付かされたのですが、公営墓地や民営墓地のメリット・デメリットなど、講義形式だけで

なく、カレッジ生さんたちが実際体験していることを自由に意見交換を行う場も作ります

が、民営より信頼性があって、格段に安い公営墓地が近くにないということや、すぐに入

れないということが話題になっていました。土に帰る、自然に帰るといった考えから、新

しい埋葬の形の自然葬、散骨よりも樹木葬や桜の木の下に埋葬する桜葬に興味を持たれて

いて、墓石がないので安いということや、散骨を全部してしまうと家族の拠り所のない寂

しさが残るのではないかということから、山に埋めてもらったら好きな花を植えてもらい

たいとか、さっきの生きた証という話につながっていくのかと思いますが、死んだ後もな

お自分らしくありたいというようなことを願っておられるような気がしました。 

 熊本県内には樹木葬霊園が少ないようですが、熊本市にある樹木葬霊園の見学ツアーを

みんなでしたいという希望もあがっていました。人口減少が進んで、誰もが無縁墓になる

可能性が大きいので、お墓を持っていても自然葬にすごく興味を持っていらっしゃるとい

う声がありました。 

 あと、墓地行政のあり方ということで、資料５を見させていただき、セーフティネット

としての墓地のあり方ということでの防災機能、これは終活と外れますが、私たちは社会

福祉法人として熊本市が取り組んでおられる災害時要支援者名簿を協力機関ということで

いただいております。小学校校区にお住まいの方の名簿を最近いただきましたが、77 名の

方が私たちの施設に協力を仰ぎたいということでした。地域にお一人も協力者がいないと

いう方も中にはいらっしゃるようです。これは更新されて２冊目ですが、手挙げ方式のリ

ストでしたが、１冊目の時には手を挙げていた方が、更新の時には手を下ろされていて名

簿に名前を載せておらず、地域に迷惑をかけるからという方もいらっしゃると聞いていま

す。防災のことも地域ですごく問題に上がっていますし、お墓に防災機能などもあるとす

ごく安心した地域になるのではないかと思います。 

あと、カレッジ生さんがソーイングカフェをされたという経緯がありました。私たちは、

昨年度高齢者の就労を少し考えて終活から就労へと計画していましたが、カレッジ生の皆

さんは、お金はもういいと言われ社会に貢献していきたいとお話をされていました。先ほ

どの甲田さんの話もありましたが、社会福祉協議会でお墓参りをするという話もありまし

たが、そういう貢献がしたいという高齢者が地域でお墓を守っていくということもできな

いかということを先生方のお話を聞きながら思っていました。 

 メモリアリゼーションが大切ということは、無縁墓になっても私たちは自分のルーツや

命のルーツを時々思ったりするものなので、そういうことを思った時に自分のルーツを知

ることができる仕組みづくりができたら素晴らしいと考えました。 
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菊陽町社会福祉協議会：甲田事務局長 

 お墓のことについてあまり考えたことがありませんでした。社会福祉協議会も「ゆりか

ごから墓場まで」ということで活動を考えているつもりでしたが、現実、墓場のことは語

り合えていなかったと思いました。今回を機に色々な方に話を聞きましたが、孤立死をさ

れた方ですとか、私どもの町では菊池地域広域連合に無縁仏として納骨された方もいらっ

しゃいました。 

 そういった状況の方に対してメモリアル的な活動ができれば、もっと偲ばれていくので

はないかと考えましたし、永代供養簿というものもありますが、我々も地域を挙げての活

動として何ができるのかということを考えていきたいと思いました。 

 居宅のケアマネージャーたちと話していたときに、昭和 47 年頃に建てられた戸建て住宅

にお住まいの人たちが現在 70 歳代で、その子どもさんたちが 40 歳代になっており、核家

族になって一代目は地元に帰ってきやすいですが、二世代目が核家族化され、地域を離れ

た時にどのように墓のあり方を考えていくかというのが問題であると改めて感じました。 

 人間の死ということをしっかり考えていくことが必要であり、死に際を見つめて生を考

えるということをもっと社会的なものとして考えていきながら、そこを見ていくことで、

私たち社会福祉協議会としても取組みの中で、地域の子供たちの中にも優しさや人間を大

事にしようという発想が出てこないかということも今回考えさせられました。 

 何ができるかは分かりませんが、地域にお住まいになった方々を偲んでいく、所在をメ

モリアル化していくということにも我々としてもお手伝いができたらいいと思います。 

 

人吉市：隅田課長補佐 

 ご相談があった高齢者の方々とお話をする中で考えたことですが、福祉という話ではあ

りますが、お墓についても自助力を持ってもらわなければいけないと思いました。あるお

婆ちゃんは、自分は一人だからということで、前に作られたお墓からお一人の力でお骨を

納骨堂に移す手続に来られました。ずっと貯めていたお金を納骨堂に移すお金に充てられ

て、「これで安心」ときちんと自分の身終いをされました。そのように安心と言われる方は

良いのですが、中には自分のお墓をしまうお金を持っておらず、祖先のお墓を粗末にでき

ないのでどうしようと言われている方はまだいいですが、中には黙ってお骨だけ持ってい

かれる方や空っぽになったお墓をそのままにされている方もいるようです。 

 後をどうするのかということのイメージができること、またそれにはお金がかかるとい

うことも含めて、自分の終い方について実現させる力もつけていただかないといけないと

思います。 

 そのような中で、私どものところに来られて相談されるのが、「改葬します」「お墓をど

うします」ということですので、手続き上の話は早い方ですが、本当に不安に思っている

ことの話になるまでにすごく時間がかかります。以前、福祉の相談会に行ったときの話で

すが、ずっと他の話をしてからでないとお墓の話まで行きつきませんでした。自分の中に

眠っている不安を引き出してあげるような気長な相談の時間が必要であると思います。福
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祉とかお墓という冠を被せる形での相談だけでなく、無駄話をする機会も必要ではないか

と感じました。 

 また、地域のお墓のことですが、あるお婆ちゃんとお話をしていると、その地域から出

ていた家族からお小遣いをもらって代わりにお花をあげているという、個人コミュニティ

ビジネスをしている方もいました。そういうお付き合いが保てていれば、外に出られても

お墓が守れる、そういう世代間を超えた近所付き合いや引継ぎみたいなものがなされてい

くといいと思いました。 

 また、町内会が法人化され、きちんとされているところは、実はお墓もきちんとされて

います。法人化が上手くいかないというところは、お墓もどうなっているか知らないとい

う状態になっています。地域の力、うちでいうと町内会になりますが、その力もしっかり

してお墓のことも考えていただくといいと思います。 

 では人吉市としてどうするのかということですが、正直これ以上手が回らないという状

況で、それが市町村の現状ではないかと思っています。市で墓を抱えると、担当者が変わ

り行政の中でメモリアリゼーションという大事さを保てていけるのかという不安がありま

す。そういう中では、地域の見える範囲での町内会とかでお墓を守っていただく方が良い

のではないか、人吉市はそのようなお墓もいっぱいあるので、そのような形ができないか

と思っているところです。いずれにしても調査の途中ですので、全て終わりましてからど

うするかなども考えていきたいと思っています。 

 

熊本市：井上健康福祉政策課長 

 まずもって、このような貴重なご意見をいただける研究会をつくって、参加させていた

だいた県の方に感謝申し上げます。 

 今日会議に参加させていただいた感想ですが、県の事務局がまとめられている資料の中

で、行政の取組みはこの２点に集約されているものと私も同意します。まず、無縁化する

墓への対応ですが、まだ熊本市の場合は供給量が上回っている状況ですので、無縁墓に対

する具体的な政策的取組みは行っていませんが、しかし近い将来何らかの方向性を示さな

ければいけない時期が来るものと思っています。地域の実情に合った墓地行政への期待と

書かれていますが、期待というものは裏を返せば苦情です。私の席の目の前に墓地の管理

班がございますが、電話は鳴りっ放しで、お客さんも当然いらっしゃいます。私は４月か

らこの職に就きましたが、隣の墓が荒れているので何とかして欲しいと言われ、自分で刈

りにいったこともあります。職員も間に合わない場合は自分で行っており、これはどの自

治体でも同じだと思います。あと、熊本市のすぐ近くに住んでいるのに、熊本市の墓地に

なぜ入れてくれないのかという他の市町村からの苦情がありますが、これは何とも答えよ

うがありません。やはり、もう公衆衛生ではなく、人生相談的な福祉です。電話を聞いて

おりましても、高齢の方が多いので、同じ話を何度も聞きながら、一生懸命説明責任を果

たしていくようなことで、明らかに福祉施策の一つだなと目の前で感じています。 

 あと身寄りのない方ですが、生活保護法の中で行政が対応しているが、具体的に法の中

で地方自治体が対応するということにはなっていません。最終的には全市町村が受け入れ
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ていますが、これについても本当にきちんと法整備をしていただけるとありがたいと感じ

るところはあります。 

 それと森先生がおっしゃった行政の関与については、なかなか難しい部分もございまし

て、散骨について電話で問い合わせがあっても、何とも答えようがないのが現状です。法

で規定されていないので駄目ですと電話で直接言ってしまうと喧嘩になってしまうので、

一般的な常識を持って節度のある対応をお願いします、という受け答えしかできない状況

であり、なかなか難しい部分もあるということです。 

 長江先生がおっしゃった財源の話ですが、平成 14 年から平成 25 年にかけて整備してい

ます桃尾墓園は約 42 億円くらいです。墓地を整備するだけでは済まない話で、道路整備や

近くに住んでいる方々に対する公園など福利厚生施設などを整備しないといけません。実

際は 30 億円くらいでできますが、42 億円かかっています。30 億円の墓地の部分は将来売

れるものを財源としますが、12 億円について税金を投入するしかありません。熊本市は墓

地の管理料を取っていません。管理料金は全て税金です。そのあたりもあるので、なかな

か供給量がなくなったので、次の供給先を確保するのか、その財源をどうするのかという

問題もあり、地方自治体に墓地があった方が良いとは思いますが、その財源は大きな問題

です。 

 合葬墓について定義がないということも大きな課題と認識しています。秋に政令市 20

市の担当者会議があり、その中に熊本市の提案として合葬墓の状況について教えて欲しい

という提案をしているので、整理をしたいと考えています。 

 

熊本県：内田総括審議員 

 ありがとうございました。今日は第一回目ということもあり、色々いただいた意見につ

いてたたき台をベースにして少し整理したいと思っています。それで少し議論のグルーピ

ングや、提案に対してどのように発展させられるかということも含めて、取りまとめさせ

ていただきたいと思っています。 

 本日、せっかく来ていただいております市町村の担当者の方から、参加された動機や先

生への質問でも結構ですので、何かありませんでしょうか。 

それでは、宇城市の渡邉さん、何かございませんか。 

 

宇城市：渡邉次長 

今年の４月から健康福祉部で地域福祉や高齢者福祉などの仕事をさせていただいてお

ります。今回、企画の方から案内があり参加させていただきました。３月までは市民環境

部というところにいまして、そこで公衆衛生担当課もあり、苦労されている状況も見てい

ました。いつも他人事のように見ていましたが、今回このような話があって、実は地域福

祉の方から考えると最後の部分で関与してくるのではないかと思い、そこで少し福祉にも

情報を入れさせていただき、今後の行政施策の中に入れていかないといけないし、道筋を

つけるチャンスがあれば学びたいという思いから参加させていただきました。 

熊本市や人吉市からも発言がありましたように、宇城市は公営墓地は持っていませんが、
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お墓の有り様をどのようにしていこうか、苦情に対してどのようにしていこうか、また住

んでいる方々の不安を少なくして安心して暮らしていただくためにどうしていくのか、と

いう部分でいうと同じような環境にあり、そこから少し出口がないと、今から市としても

色々不安が出てくると感じており、その不安を減らしていけるような出口などをこの研究

会で作っていただくととても助かるという思いを持ちました。 

具体的に今福祉施策としてどのようなことをするということは持っていないので、本日

の研究会を聞かせていただき、すごく勉強になったので、帰って担当部門と共有をしなが

ら、考えていきたいと思います。 

 

熊本県：内田総括審議員 

 やはり現場では色々と課題があるようです。 

今日の議論はまだすごく混沌としている部分がありましたが、色々な現場の声も出して

いただきましたし、全体を含めた方向性も出していただきました。 

 あまり時間もありませんので、もう少し他の方々にも意見をお聞きしたかったのですが、

これから事務局の方で今日のご意見を基にある程度まとめさせていただきます。それを基

にもう１度、場合によっては２回になるかもしれませんが、もう少し墓地を巡る問題を整

理させていただき、それを市町村行政の中でも活用できるような整理をし、福祉の分野に

おいて、どのように墓の問題に取り組んでいけばいいかという糸口になればと考えており

ます。混沌とした議論となり、消化不良のような第１回の研究会でしたが、次回もう少し

論点を絞って新たな世界が見えるような研究会にしていきたいと思っておりますので、今

後とも先生方のご協力をよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。 

 

司会 

本日は様々な視点からの貴重なご意見ありがとうございました。 

いただいたご意見をこちらの方で整理させていただきます。その過程でご発言の内容の

確認など、色々なお問合せをさせていただくこともあるかと思いますが、そういったこと

を経まして、第２回目を９月頃を目途に開催したいと考えております。 

また、開催日時等につきましては改めて御連絡させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

なお、行政担当者の方々にご参加いただいておりまして、宇城市の方からご意見もいた

だきましたが、今回の研究会での議論についての感想や今後の墓地行政に対するご意見を

お聞きするため、アンケートを一緒に配布させていただいております。その中で宇城市か

らいただいたようにそれぞれの自治体の問題点などをご自由に書いていただき、後日で構

いませんので、ご提出いただければと思います。ご協力をよろしくお願いします。 

 本日は皆様ありがとうございました。 

 


