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第第第第２２２２回回回回これからのこれからのこれからのこれからの墓地行政墓地行政墓地行政墓地行政のありのありのありのあり方等方等方等方等をををを考考考考えるえるえるえる研究会研究会研究会研究会    

    

 

日時 平成２５年１０月１７日（木）10:00～12:00 

場所 熊本県庁本館５階「審議会室」 

    

司司司司    会会会会（（（（小原企画課長小原企画課長小原企画課長小原企画課長）））） 

定刻になりましたので、ただ今から「第２回これからの墓地行政のあり方等を考える研

究会」を開催します。 

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。 

前回に引き続き、本日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々にも、後方の席ではございますが、ご参加いただ

いております。 

この後、開会の挨拶、事務局からの資料説明、その後に意見交換に移りたいと思ってい

ます。資料につきましては、お手元にお配りしている資料配付一覧のとおりでございます。

こちらに記載している資料と併せて、本日人吉市から資料を１枚いただいておりますので、

ご確認いただきたいと思います。 

それでは、開会にあたり、熊本県企画振興部総括審議員の内田からご挨拶申し上げます。 

    

内田内田内田内田    企画振興部総括審議員企画振興部総括審議員企画振興部総括審議員企画振興部総括審議員    

熊本県企画振興部の内田です。本日は、大変お忙しい中、研究会にご出席いただきあり

がとうございます。 

前回の研究会から２カ月半と少し時間は空いてしまいましたが、その間、後でご説明致

しますが、事務局において前回の意見の整理や関連する資料の収集などを行ってまいりま

した。意見を整理する中で議論を行ってきましたが、この問題は、高齢者の抱える不安や

無縁墳墓の問題、さらには自分の生きてきた証をどう残していくかというメモリアル的な

問題もあり、非常に多岐にわたる問題であると再認識させられました。 

前回の研究会においては、特に「今後、墓地の問題を福祉の視点から考えていくべき」、

また「墓地は地域の大切な福祉施設である」という、これからの墓地行政のあり方につい

て、多くの貴重なご意見をいただきました。 

今回の資料にも配付しておりますが、昨今ではこの問題について、新聞各社において特

集が組まれたり、ＮＨＫの特集では管理に不安がない新たな形の墓地として東京の小平霊

園や沖縄の墓地などが紹介されるなど、全国的にも耳目を集めている事柄であると考えて

います。 

これまで行政としてはあまり立ち入らなかった分野でありますが、前回の知事の冒頭挨

拶にもありますように、安心して生涯を終えることができるという視点は非常に重要であ

り、長寿を楽しむ社会の実現のためには、決して目を背けてはいけない問題であると考え

ています。 



 

 - 2 - 
 

本日は、前回のご意見を踏まえ「これからの墓地行政のあり方と新たな施策の方向性」

の素案を提示することとしております。その資料を中心に忌憚のないご意見をいただきた

いと考えています。 

なお、この研究会については今回をもって終了する予定としていますが、今回のご意見

を踏まえて、研究会の成果としての報告書を取りまとめたいと考えております。取りまと

める際にも幅広い視点からのご意見をいただき、全国的にもモデルとなるような「まとめ」

としての報告書ができればと考えています。本日はよろしくお願いします。 

 

司司司司    会会会会 

ありがとうございました。 

それでは、配付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。 

 

事務局事務局事務局事務局    

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

資料１から４についてご説明させていただきます。 

前回の研究会では、現状と課題、さらに今後の新たな施策の方向性についての多くのご

意見をいただき、その意見を基に改めて「背景と課題」「これからの墓地行政のあり方と

新たな施策の方向性」を整理させていただきました。 

また資料４については、これまでの墓地を取り巻く状況について少し歴史的な流れや法

制度の動きを踏まえて整理した資料となっております。 

それでは、まず資料１をご覧下さい。 

左側に前回のご意見のうち「背景と課題等」に係るご意見を整理し、その意見から導き

出された「背景」と「住民の不安と地方自治体の課題」を右側に整理しています。本日は、

時間の都合上、右側のみご説明させていただきます。 

まず背景の部分になりますが、「社会情勢や家族形態等の変化」として、「少子高齢化

や核家族化の進展」「生涯未婚者の増加など生き方の変化」、さらには千葉県の松戸市や

熊本県の菊陽町で見られるような過疎化に関するご意見を踏まえ、「人口流動の広域化や

多様化による、地方だけでなく都市部近郊の地域にも拡がる過疎化」という形で整理して

います。 

次に「祖先祭祀の現状と意識の変化」として、「相続を前提とした日本の伝統的な墓地

秩序」という現状と、「世代間を超えた祖先祭祀の意識の変化」が考えられます。 

そして「住民（県民）の不安」としては、「自分や先祖の墓をどうするのか、無縁化す

るのではないか」という不安。また「子どもに迷惑をかけたくない」という不安。さらに

は「ふるさととのつながりや自分の生きてきた証を残したい」という不安が考えられます。 

一方「地方自治体の課題」としては、「今後の公営墓地の維持・管理や新たな公営墓地

の整備の問題」「地域の墓地の実態把握、無縁化した墓地への対応」、そして「墓地埋葬

法の許認可事務への対応」が考えられます。 

次に資料２をご覧下さい。資料上段に今ご説明した背景や課題を整理し、その下に「こ



 

 - 3 - 
 

れからの墓地行政のあり方や新たな施策の方向性」をお示ししています。資料１と同様に、

左側に前回のご意見、右側にそこから導き出される施策の方向性を整理しています。 

まず、「地域における墓地の現状を把握し、それらを情報共有する場が必要」などのご

意見から、施策の方向性として「地域の墓地の現状や住民（県民）ニーズの把握」と「市

町村や県における情報共有や学びの場の創出」としております。 

次に、「住民の自助力や相談窓口」に関するご意見から、「住民（県民）の自助力向上

及び相談窓口の設置」という施策の方向性を整理しました。 

次に、「跡継ぎがいないと安心できないという仕組みを変えるべき」などのご意見から、

４つめの◆になりますが「墓地管理の新たな支え手の育成・連携体制の構築」という方向

性を整理しております。 

次に、「無縁化する墓への対応」や「まちづくりの視点からの墓地再生計画」といった

ご意見から、「公営墓地の維持・管理の見直しと、地域の意見を踏まえた「まちづくり」

の視点からの墓地再生計画の検討」と施策の方向性を整理しています。 

さらに、「高齢者から墓地に関する問い合わせも多く、明らかに福祉政策の１つと感じ

る」などのご意見から、施策の方向性として「終末期における問題から死後の墓の問題ま

で、生涯の安心の実現に向けた一連の課題としての位置づけ」としております。 

次に下から２つめになりますが、「新たな墓地の整備」に関するご意見から、「地域の

“大切な施設”としての地域・行政が一体となった新たな墓地整備の検討と財源確保に向

けた取組み」という方向性を整理しています。 

そして最後に、法的な問題などに関するご意見を踏まえて「地域や行政が抱える課題の

整理と共有、国への要望」という方向性を整理しています。 

現段階では、このような形で前回のご意見を集約し、８つの施策の方向性として整理さ

せていただいております。そして、その施策の方向性から「これからの墓地行政のあり方」

については、「公衆衛生中心の墓地行政から県民の生涯を通した「安心を実現する」政策

への新たな展開」、「墓地を「地域を愛した人々の生きた証が残る地域の大切な施設」と

して、行政や地域の団体・住民が一体となった取組みを展開する」とまとめております。 

この後、この資料を中心にご意見をいただければと考えています。 

次に資料３をご覧下さい。 

こちらは今ご説明した施策の方向性毎に、現段階で考えられる施策展開のイメージを整

理しております。本日の研究会での２つめの議題である「今後求められる具体的な施策と

各主体の役割」についてのご意見の参考としていただくため、現時点でのたたき台として

作成しております。 

さらに、資料２でご説明した８つの施策の方向性を「短期間で実現可能な施策」と「中

長期的に検討すべき施策」という形で少し時系列に整理し、現時点で考えられる施策例や

既に実施されている事例を掲載しております。 

例えば、最初の「地域の墓地の現状や住民（県民）ニーズの把握」では、現時点で考え

られる施策例として「無縁墳墓を含めた市町村内の墓地の現況調査」や「住民（県民）を

対象とした墓や葬送に関する意識調査」を挙げています。なお、施策例の最後のカッコに

は想定される取組み主体を記載しています 
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また、参考事例として既に取り組まれている事例として、今年１月に県が実施した長寿

を楽しむ社会に向けた県民アンケートと現在実施されています人吉市の墓地の現況調査を

挙げています。 

残りの施策の方向性についても同じような形で整理していますので、本日、多くの施策

についてのご意見をいただき、この資料の内容を充実させていければと考えています。 

最後に資料４をご覧下さい。 

この資料は現在の県民の不安や墓地行政の課題などについて、これまでの墓地を取り巻

く状況と墓地の設置・管理の変遷という視点から整理した資料です。 

少し過去を遡って考えてみると、明治以前の墓や葬送の問題については、世俗的かつ宗

教的な問題としてどちらかというと個人的な領域の分野として位置づけられていました。

しかし明治以降の墓地の問題は、公衆衛生と治安政策を目的とした国家の課題として位置

づけられました。ただ墓地の管理については、従来どおり私的な領域として旧民法上の家

督相続に基づく「家」による管理が求められました。 

戦後になると、墓地、埋葬等に関する法律が「国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛

生その他公共の福祉の見地から支障なく行われること」を目的として制定されました。そ

して、墓地の設置については原則市町村等とされ、やむを得ない場合のみ、その他の団体

でも認められるようになっています。 

しかし、実質的に市町村以外にも墓地の設置を認めたことで、宗教法人が宗派を問わず、

墓地の使用者を募集する、いわゆる事業型墓地の増加の動きにもつながっています。 

一方、墓の管理については旧民法上の家督相続は廃止されたものの、代わって民法第 897

条の祭祀条項が規定されたことで墓などの祭祀財産が継承される仕組みは維持され、戦後

においても「家」による管理が続いている状況です。 

そして戦後から平成にかけては、資料中程の図の点線で囲んだ白い部分になりますが、

「家」で管理できない墓が次第に増加している状況となっています。このことが現在の墓

や葬送に対する県民の不安の高まりや意識の変化につながっているものと考えています。 

この資料からも分かるように、現在の墓地にまつわる不安や課題については今始まった

問題ではなく、これまでの家族形態の変化に伴う必然的な問題であり、高齢者単独世帯が

増加する中、さらにこの問題は大きくなることが予想され、市町村や地域などによる新た

な連携体制が求められているという状況であると考えています。 

以上で資料の説明は終わります。     

    

司会司会司会司会    

今事務局から資料１から４についてご説明させていただきました。これからは、今ご説

明させていただいた資料と皆様からお持ちいただいた参考資料をもとに、意見交換をお願

いできればと考えております。 

以降の研究会の進行は、内田総括審議員にお願いします。 
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熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

それでは意見交換に入る前に、前回の研究会の中でご紹介のありました事例の中から、

鹿児島の社会福祉協議会の取組みと宮崎市における墓地基本計画の資料を今回ご用意して

おりますので、甲田さんと長江先生から少し事例のご紹介をお願いします。 

まずは甲田さんからお願いします。 

    

菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会：：：：甲田事務局長甲田事務局長甲田事務局長甲田事務局長 

前回、社会福祉協議会の取組みとして墓守をしているという情報を知っていましたので、

ご紹介させていただきましたが、今回はその姶良町社会福祉協議会の取組みについて参考

資料２に沿ってご説明させていただきます。 

姶良町社会福祉協議会は、現在、旧姶良町、旧加治木町、旧蒲生町の三町が合併して、

姶良市社会福祉協議会となっています。墓守サービスの内容ですが、市内にお墓を所有す

る方で、高齢者や体が不自由な方、市外・県外に住んでおり墓参りが出来ない方などに代

わって、お墓の掃除、お供えの生花や水の交換、さらに草取りなどのサービスが先祖を敬

うことを目的として実施されています。 

資料の中にも記載しておりますが、事業開始までの背景としては、社会福祉協議会では

香典返しなど住民の皆様からのご寄付をいただいておりますが、その際に故人や地域のこ

とについてお話をする機会が多くありますが、その中でお墓の話題になり、お墓を守って

いく人がいなくなったというお話があったということで、どうにかならないかということ

を検討され、この墓守サービスに至ったと聞いております。 

関東や近畿などの姶良町出身者にアンケート調査をすると、100 件を超える需要があり

このようなサービスを開始したと聞いています。料金については、資料の下に記載してい

るとおりですが、神式・仏式などの宗教を問わず墓守サービスを行うといった内容となっ

ています。 

資料の裏面に「住民意識とメディア」とありますが、墓守サービスへの町民の関心が高

まっているという調査結果とともに、このようなサービスが県内・県外にも広がって欲し

いという意見もあります。高齢者も増えており、なかなかお墓を参ることが難しいという

方も増えているので、姶良市社会福祉協議会ではそのような方々に代わって墓守をすると

いうきめ細やかなサービスを考えられているようです。 

社会福祉協議会は「ゆりかごから墓場まで」として地域福祉活動計画を考えていますの

で、公共性の高い社会福祉協議会の活動として、我々としてもこのような墓守サービスを

今後検討しないといけないのではと考えたところでした。 

このような活動は、鹿児島県では２市で実施されており、あと１市は一緒に墓参りに行

き、お墓参りの手伝いをするというサービスを立ち上げられているようです。そのような

住民参加により、墓参りしやすい環境を作っていくということも社会福祉協議会が担って

いけるのではないかと考えたところでした。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

それでは、長江先生から宮崎市における墓地計画のご説明をお願いします。    
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聖徳大学聖徳大学聖徳大学聖徳大学：：：：長江教授長江教授長江教授長江教授 

それでは、宮崎市における共葬墓地の再生に関する事業についてお話をさせていただき

ます。 

宮崎市には、戦後市に移管された共葬墓地が８つあります。宮崎市は昭和５０年代に郊

外に「みたま園」という大きな市営霊園を作り、そこに市の中心にある墓を移転して欲し

いと考えていましたが、市の中心にある墓地を使用している人々の移転は促進されず、そ

こに墓地は残りました。その戦前からある墓地については、管理料を一切取っておらず、

維持管理費に年間約 1,700 万円の税金が投入されていました。８箇所の墓地のうち４箇所

は山場の墓地であり、高齢者には墓参しにくく墓地の無縁化と管理の担い手の高齢化が問

題となっていました。そこで、市の職員と市民が一緒に参加する「まちづくりと墓地の市

民協働会議」が平成１５年に設置されました。私自身は宮崎市墓地基本計画の作成にあた

り、委員として参画し実態調査にも関わりました。平成 20 年３月には墓地の再生計画の進

捗状況の調査を実施し、これらをもとに宮崎市における共葬墓地の再生、活性化システム

の内容を明らかにしようと思いました。 

 宮崎市墓地基本計画は平成 17 年に作成され、その計画には４つのポイントがあります。 

まず、１つめが計画の理念です。「まちの中にあるからこそかけがえのない墓地」、「21

世紀の墓守（人としくみ）が担う、安心できる墓地」という２つの理念があります。 

２つめは、無縁墓になりにくいしくみづくりを考えているということです。「みんなで

維持管理のあり方を考える」「お墓の大切さを学ぶ」「墓守を考える」という３つを計画の

基本としています。 

３つめは、実施体制づくりです。平成 15 から 16 年に「まちづくりと墓地を考える市民

協働会議」を全 12 回開催し、市民を対象としたお墓の講演会も２回開催しました。計画策

定にあたっては、パブリックコメントやアンケート調査も実施しました。平成 17 年には、

各地域においてタウンミーティングを実施し、検討会を設置しました。平成 18 年以降は、

各墓地の実施計画を策定しています。 

４つめは、墓地再生です。無縁墳墓を整理して、そこを利用する方々に貸付し、そこで

得られる資金を活用して、各墓地内の施設を近代化し利用しやすい体制づくりの方法を考

えました。 

次のスライドですが、計画の対象となっている墓地の地図です。ピンク色が山場の墓地

で、ブルーが街場の墓地となっています。 

次に、地域再構築のための墓地再生計画実施プログラムについてですが、街場の毛久墓

地は、平坦な市街地の中で住宅地に密接し道路で分断されている墓地であり、利用しやす

く墓参率も高くなっています。大正 12 年８月に開設され、面積は 5,768 ㎡で 1,031 基あり

ます。墓地の再生については、「毛久墓地づくり瓦版」を作成し、市民の方々に進捗状況が

伝えられています。その進捗状況については、ここに墓地を持っている人以外の首都圏や

阪神圏の遠方に居住している人にも伝えられていることがポイントです。 

平成 20 年に調査に行った時の写真ですが、写真１のように道路に分断された墓地です

が、木の下に合葬墓が建設予定という公告立札がありました。無縁墳墓を改葬すると遺骨
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が出ますが、その遺骨を市の郊外の墓地に持っていくことについて住民からの反対があり、

地域で眠りたいという思いが非常に大きかったことから、この小さな墓地内に小さな合葬

墓を作り、そこに遺骨を収蔵し地域住民で祀っていく形になっています。写真２は改葬手

続きの調査看板です 

次のスライドは先ほどの瓦版です。毛久墓地の計画は平成 17 年に出来ましたが、この

瓦版は平成 18 年１月のものです。12 月には２回現地見学会を実施し、そこには市民の方々

が参加されていました。各 100 名参加され、普段であれば自分の墓しか墓参されず、墓地

全体を見る機会がなかったので墓地全体を見ていただくことにしました。そうすることで

無縁などの様々な状況がよく分かりました。 

資料の下のアンケートの右側ですが、今後墓地の会議への参加希望があるかと聞いたと

ころ、なんと 61％も参加したいという結果になっています。また管理料については、この

時点では一切払っていませんでしたが、市民アンケートでは年間 1,000 円か 2,000 円くら

いであったら負担しても良いという結果となっています。 

次は、山手の戸林墓地についてですが、開設が昭和３年７月、面積が 952 ㎡で 199 基し

かありません。予備調査ではわずか 2 基の無縁墓でしたが、宮崎市から関東や関西に出て

行ったまま戻って来られない家族がたくさんいるので、じわじわと無縁化は進んでいる状

況です。計画作りの参画意識については、会議に積極的に参加したいと回答された方は、

街場の毛久墓地よりも高く 70％もあり非常に関心が高い状況です。また山場にあり施設の

近代化がなされていないので、駐車場の設置や水場を作って欲しいとか、車椅子で墓参が

できるようにバリアフリー化をして欲しいなどの要望がありました。 

次は桃山墓地です。こちらは開設日不詳ですが、面積は非常に大きく 22,565 ㎡、2,286

基あり、８墓地中２番目に大きな墓地です。ただこの時点では墓地再生計画は実施されて

いませんでした。丘陵地であり地盤が崩れやすく、危険箇所整備工事代が平成 15 年の宮崎

市の墓地管理経費約 1,700 万円の約３分の１も占めてしまう地区であり、墓地再生に費用

がかさむため後回しになりました。 

次のスライドの写真３は、桃山墓地の車椅子での墓参が出来ない状況です。階段とバリ

アフリーのようになっていますが、墓石工事などの一輪車が入る程度の広さで車椅子での

墓参を想定していません。写真４は桃山墓地の地盤が悪くなり墓石が放置されている状況

の写真です。 

最後に、まとめと今後の課題についてですが、宮崎市では、市に移管された８墓地を再

生するための施策を市民との協働の墓地づくりとまちづくりとして位置づけ、平成 15 年か

ら現在に至るまで積極的に推進しています。行政だけの施策として、上から下ろしていく

という形では反対運動が起き協力が得られないということで、このような市民と協働する

という形で進めています。 

このように宮崎市では、まちづくりと墓地を考える市民協働会議、お墓の講演会、パブ

リックコメント、宮崎市墓地基本計画策定、墓地再生のための使用者との現地調査、墓地

づくり会議、墓地改葬再貸付などの積極的な行動に移していました。この宮崎市の８墓地

については、小さな墓地から再生計画を実施していますが、その際に周辺の方々に改葬再
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貸付し、空きがあれば墓地を借りたいかというアンケートも実施しました。その結果、非

常に人気が高くなっています。なぜかというと町の中心の墓地であり、墓参に便利なので、

本来ここに空きがあれば市の郊外の墓地には行きたくないということだと思います。 

行政主導ではなく市民目線の発想から、無縁墳墓の改葬後の遺骨は墓地内に合祀墓を作

り地域に祭られる事になりました。再生と管理の担い手については、行政を支える公益的

な団体が必要であると考えています。社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、シルバー人材センタ

ー、地域の老人会などに管理の一部を担っていただき、そしてそこにもお金が回る形とし

て一緒に管理をしていくという仕組みとなっています。 

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

具体的な事例をご報告いただきありがとうございました。 

それでは、これから意見交換会に入りたいと思います。まずは、議題１として、先ほど

事務局から説明のあった資料１と資料２についてのご意見をいただきたいと思います。 

事務局からの説明にもありましたように、前回のご意見を基に、背景や課題、そして施

策の方向性を導き出しておりますが、整理の仕方や、拾い漏れているご意見や取組みなど

がございましたらご意見をいただければと思います。 

それでは、熊本市の井上課長から時計回りでご意見をお願いします。 

    

熊本市熊本市熊本市熊本市：：：：井上健康福祉政策課長井上健康福祉政策課長井上健康福祉政策課長井上健康福祉政策課長 

熊本市の井上です。資料１と資料２に対する意見ということですが、今資料をご説明い

ただきましたが、資料にまとめられたとおりだと思いますし方向性についてもその通りだ

と認識しております。 

地方自治体を代表して今回この研究会に参加させていただいておりますので、前回と重

なる部分はございますが、再度熊本市の現状について参考資料４に沿って簡単にご説明さ

せていただきます。おそらく県がまとめられた資料の後追いになるかと思いますが、説明

させていただきます。 

まず資料の２枚目をお開きいただきますと、墓園を供給、管理する自治体として、今熊

本市がどのような状態にあるかというと、桃尾墓園の整備状況になりますが、桃尾墓園は

平成 14 年から平成 25 年まで整備しております。前回もどのくらいの金額が必要かという

ことについてご説明しましたが、今回はその具体的な金額を資料にまとめています。独立

会計を採用しておりますので、会計上のお金の流れと返済分を除いた現実的なお金の流れ

がございますが、左の表は会計ベースになりますが、a の総支出額が約 75 億円となってい

ます。その費用で何基整備したかというと約 4,500 基となっています。返済分を除いた現

実的な費用については、参考として真ん中あたりにお示しておりますが、総支出額として

約 45 億円。墓地使用料として入ってくるお金が 25 億円ですので、約 4,500 基作るために

約 20 億円投入しているという状況です。 

また桃尾墓園の全体図を簡単にその横に記載していますが、全体が 27.4ha で緑色の部分

が平成 25 年度の整備箇所、青囲みの平成 14 年度から平成 24 年度に整備した部分を含めて
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約 4,500 基ということになります。そのような中で、熊本市は新たな墓地を供給すること

で住民のニーズに応えているという状況です。 

次に無縁墓地を改葬して新たな供給に充てるという方法についてですが、現在、熊本市

では現実的には実施しておりませんが、他都市の状況としては、政令市 20 市と東京都の中

で無縁墓地に対して何らかの形で対応されているのが、東京都、大阪市、千葉市、川崎市、

静岡市、名古屋市。その中で実際無縁改葬をされているのは東京都、大阪市のみです。そ

れ以外は現在準備されているという状況となっています。その他の政令市では、熊本市を

はじめ、まだ何も取り組まれていないという状況です。 

また参考として、熊本市の墓地数、他都市の公営墓地数とその他として民間墓地数を資

料として記載しています。後ほどご覧いただければと思います。 

このような状況であることから、県がまとめられた資料のとおりと考えていますが、市

町村によっても供給状況や維持管理の状況が異なり立ち位置が異なるので、一概にまとめ

ることは難しい問題だと認識しています。 

資料の１枚目に戻っていただくと、現実的に熊本市が市民の皆様から受けている声を①

から⑮にまとめています。読んでいただければわかりますが、墓地数が足りないという声

ではなく、管理の不安や自分がなくなった後、無縁墓になるという不安が多いという状況

の中、これらに対して具体的に一つ一つ応えていくことは、一つの地方自治体でやってい

く事務量としてはかなり膨大なものになると感じています。 

最後にまとめていますが、将来的にも当然に安定的な供給が求められていますし、無縁

墓になることへの不安や無縁墓管理に対する不満を、地方自治体は抱えているという状況

となっています。 

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。それでは人吉市の隅田さんよろしくお願いします。 

    

人吉市人吉市人吉市人吉市：：：：隅田課長補佐隅田課長補佐隅田課長補佐隅田課長補佐 

前回もお話しましたが、人吉市では現在調査の途上でありまだ結果はまとまっていませ

んが、調査して良かったと思うこと、また触らなければ良かったと思うこともあります。

ただ少し調査しただけでも、市民の方々から「そこの墓地を借りたいが、どこに頼めばい

いのか」などのご相談にお答えできるようになりました。以前は町内会長に聞いても分か

らないという状況から一歩進んで、市民の方々へ情報提供ができるようになりました。 

先ほど宮崎市の事例がございましたが、人吉市もあのような手の付けられない町中、山

場の墓地だらけであり、そこのお参りの跡がない墓はどうなるかということで調査に取り

かかっているところです。その中で、「うちの墓に調査票が貼り付けてあったんだけど」と

問い合わせに来られる方々の意見は極端で、「何でこんなことをするのか。お金を取ろうと

思っているのか」と反発される方もいれば、趣旨をお話しすると「ちゃんと調べて道を作

ってください。お金を払ってもいいから」という話をいただくこともあります。自分の墓

地をきちんとして欲しいという気持ちは強く持っているようにも感じています。 
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また資料の中に終活という形での学びの場が必要とありました。今日追加で資料をお配

りしておりますが、人吉でも「ひとよし花まる学園大学」の講座に今年から「終活を考え

る」という講座が入りました。くわのみ荘のご協力もいただき、10 月 19 日から取りかか

ることになっております。人生を考えることも必要ということで企画会議の場で出来上が

ったそうです。都会ではそのような終活の場はありますが人吉にはなかったので、学ぶ機

会を作ったということでした。 

その一方で社会福祉士から聞いた話ですが、終活の１つとしてエンディングノートなど

部分的にやっている人はいますが、エンディングノートに自分の遺骨は誰々に撒いて欲し

いとか書いていたけれども、その人は何も聞いていなかったということもありました。そ

の方のご希望を叶えるためにも、部分的ではなくトータルとして取り入れていく必要があ

るのではないかとその社会福祉士と話していたところです。 

今日県で資料を整理していただいたので、これまでは人吉市では何をして良いかさっぱ

り分からなかった状態でしたが、少し先が見えたという感じがしています。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。それでは、先ほどご説明いただきました甲田さんよろしくお

願いします。 

 

菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会：：：：甲田事務局長甲田事務局長甲田事務局長甲田事務局長 

私は墓地に関することを考えたのは本当に初めてのことで、今回この研究会に参加して

改めて考えさせられました。県からこのような形で施策の方向性を具体的に出され、本当

にそのとおりだと感心させられました。前回もお話させていただきましたが、高齢者は墓

地に関する不安を抱えられ心配もされているし、お葬式に対しても不安を持っています。 

社会福祉協議会では祭壇貸付事業を長い間実施してきましたが、近年は民間の方がお金

はかかるが地元に迷惑をかけず簡易な方法であるため、私どもの祭壇を借りる人がいない

状況でした。２年間色々と意見を求めてきましたが、結局は昨年度で終了してしまいまし

た。そのように現在の住民の考え方は、地域に迷惑をかけないでどうにかするという方向

に流れやすい状況にあると感じています。今後墓地の新たな支え手ということで、私たち

社会福祉協議会は力を発揮しないといけないと思いながらも、地元を見てみると墓地組合

などそれぞれの地元の状況がありそうなので、そのようなことを踏まえて、しっかり情報

を捉えながらやっていかないといけないと考えました。 

また、墓地を福祉施設として考えていくということについては、今回研究会に参加させ

ていただいてそのように考えるべきと思いました。ただ、今後そのようなことを社会福祉

協議会の活動計画の中に位置づけていくことになれば、なかなか墓地まで考える力という

のは持ち合わせていない状況もあるのではないかと思っています。そのことからも、今後

地元の意見も聞きながら、それぞれの社会福祉協議会で何ができるのか考え合わせながら、

計画づくりに反映させていかないといけないと感じました。今回の資料で整理されている

流れについては何の意見もなく、目からウロコであったという状況です。    
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熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。それでは清田さん、よろしくお願いします。 

    

特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム    くわのみくわのみくわのみくわのみ荘荘荘荘：：：：清田部長清田部長清田部長清田部長 

資料２の施策の方向性で「地域の墓地の現状や住民ニーズの把握」「市町村・県におけ

る情報共有や学びの場の創出」とありますが、終活カレッジを通して、住民の皆さんにと

って自分の地域のお墓の現状がどうなっているのかということは、とても関心が高い状況

にあると感じています。第１回研究会で森先生の「自分の老後を考える時に自己決定ばか

り強調するのではなく、私と家族、私と社会との関係を考えながら、生きた証を残すこと

が大切」という話がとても印象に残り、まさに終活で自分の意思を残すということは、先

ほど散骨の話も出ましたが、そういうことばかりなって忘れがちになりますが、忘れては

いけない大切な核の部分であると思いました。地域の課題の情報共有がなされていけば、

自分の地域やお墓の現状を知って私と家族や社会との関係を考え、より良い自己決定をす

ることができエンディングノートの本当の意味での活用ができるのではないかと思います。 

今回の資料から「セーフティネットとしての機能」ということが無くなっていると思い

ますが、防災機能を作らないとしても、地域ごとの墓地の再生を行っていくうえで新たな

支え手の育成ということがありますが、そのようなことを行っていくことで、高齢者の交

流が生まれ高齢者同士の見守り機能もでき、災害時要支援者システムに生かすといった横

につながった情報共有も期待できるのではないかと思いました。 

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。セーフティ機能の話は少し議論も行っていましたので、今回

の意見を今後につなげていきたいと考えています。それでは和田先生お願いします。 

    

熊本学園大学熊本学園大学熊本学園大学熊本学園大学：：：：和田教授和田教授和田教授和田教授 

この研究会の機会をいただきお墓の問題を考えてきました。色々な人に話を聞いたり、

話を聞く中で相談もいくつか受けているところです。次の議題になるかもしれませんが、

資料４の中にお墓の「永続性」という言葉が出てきておりますが、もう一つ重要なキーワ

ードとして「場所の固定性」という問題があると考えています。長江先生の報告の中でも、

立派な場所に移すからと言われても「ここに墓を」という気持ちがあるという話がありま

した。それと先ほど甲田さんからも話がありましたが、調べてみますと社会福祉協議会で

は、ボランティアやシルバー人材センターを活用して、阿蘇市社会福祉協議会や宮崎県の

高鍋町社会福祉協議会、大分県の佐伯市社会福祉協議会、さらに大分県では就労支援事業

所において知的障がい者を含めてお墓のサービスをしているということが分かりました。

そのような意味では資料２にあるように、地域福祉計画の最後の部分としてこの問題をど

のように考えていくべきか検討する必要があると思います。 

もう１点が全く違う視点として、資料１で書かれていますが、消費者トラブルの問題が

おそらくこれから多くなると思っています。新たに霊園ができ、そこと契約した後に永代
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供養料を返して欲しいと言ったら契約上返してもらえないという問題、あるいは宗派が異

なるので、受け入れてもらえないという問題など、様々な消費者の問題があると思います。

また墓石にまつわる問題も消費者トラブルとして出てくるだろうと思います。そのような

問題に対して行政がどこまでコントロール出来るのかということも整理する必要があると

思います。        

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員    

地域福祉計画の問題と消費者トラブルの問題は、非常に大事な視点であると考えており

ますので議論を深めていきたいと考えています。長江先生お願いします。 

 

聖徳大学聖徳大学聖徳大学聖徳大学：：：：長江教授長江教授長江教授長江教授 

大変良くまとめていただいているので一見何も意見が無いように見えますが、その他に

こういうことも大切ではないかということを３つほど感じました。 

１つめは、先ほど和田先生もお話されましたが、墓地というのは永続管理が求められる

祭祀・生活施設として重要ですが、それと同時に永続管理するためには、担い手も永続で

なければなりません。墓地で一番忘れがちになるのが経営という視点であり、持続可能な

経営の管理システムが必要になってくるということです。宮崎市でも戦後市に移管された

共葬墓地に関しては管理料を一切いただいておらず全て税金補填でした。福祉と銘打った

墓地に関する施策を実施している北欧などは、生前に教会税や埋葬税を支払っているので、

亡くなった後も「ゆりかごから墓場まで」ということで墓を心配しなくても良いシステム

になっています。ただ、日本の場合は税金を一括で納めていますが、それを墓地に使うこ

とに意識的ではないし墓地に関する目的税もなく、そのことは家族に任せられている状況

です。核家族化や個人化、非婚化が進展してくると、家族が小さくなり、最後の墓のとこ

ろをどうするかということで、セーフティネットの問題が出てくると思います。そのよう

なことから、各市町村が県にアドバイスを求めてくるだろうと思います。市町村で墓地の

問題が発生した場合には、県が相談に乗るだけでなく学習機能を持つことが必要です。ま

た経営に関しても、これまで全く管理料を取ってなかったところに、管理の受益者負担を

求めていくためにも、調査を実施し墓地の再生の計画を明示しながら理解を求めていくと

いう方法しかこれからはないだろうと思います。 

２つめとして、無縁墳墓を改葬した時には遺骨が残りますが、遺骨の最後の部分につい

て墓地埋葬法上は何も書いていません。だからといって、捨ててしまう訳にはいかないの

で、もちろんゴミではなく墓は骨の捨て場でもないので、それを尊厳あるものとして祭祀

し命の教育の場として地域で役立てていくことで、子どもたちも手を合わせ地域を愛する

気持ちで一体となることができます。 

３つめとして、熊本県は素晴らしい風光明媚な所です。県の中で地域性のある広域のブ

ロック、例えば阿蘇や天草など、そのような所に最終的に先祖の遺骨を移したいというニ

ーズも増えてくるのではないかと思っています。熊本で墓終いして遺骨を東京に持ってい

く方もいますが、その際、自分の両親の遺骨は持っていくが、先祖の遺骨はいらないとい
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うことではなく、先祖は熊本に縁があるから熊本に眠りたいだろうから、その場合にどう

したら良いのかという悩みを持っている方が多いと思います。また東京や関西に出て行っ

た方々が最後に熊本に戻りたいと思った時、その方々を受け入れることができるシステム

も考えていかなければいけないと思います。それは小さな市町村だけでは難しいので広域

ブロックとして考えていくということも県の施策の中で検討していくことも重要ではない

かと考えています。    

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員    

経営の視点という大きな話と広域ブロックにおける墓地整備の検討というお話だった

と思います。ありがとうございました。それでは森先生お願いします。    

    

茨城茨城茨城茨城キリストキリストキリストキリスト教大学教大学教大学教大学：：：：森教授森教授森教授森教授 

これまで「墓地行政は福祉行政であるべきだ」と言い続けてきましたが、それはなぜか

ということについてお話させていただきたいと思います。墓地については、地方自治体が

供給していくことが原則となっています。戦前は、墓地を公衆衛生の観点に加えて治安対

策の意味をもたせながら、墓地の公共性・永続性、さらに墓地が無税地であることを踏ま

えて、墓地の供給を地方公共団体に委ねました。戦後もその原則を踏襲したのですが、1948

年に当時の厚生省から、墓地の設置が地方自治体に建設できない場合は宗教法人や他の公

益法人にも認めるという通達が出されました。この 1948 年の通達によって、新たな民営墓

地の一つに事業型墓地が誕生することになりました。 

この通達によって、墓地の公共性・公益性が損なわれ、墓地作りやその経営について名

義貸し等の問題が起こってきたため、墓地の許可のあり方や墓地経営のあり方には監視を

する必要がある、という認識でした。ただ、現在改めて考えてみると、その枠組みだけで

は収まりきれない問題があるように思います。 

つまり、墓地は社会的に必要な制度であるということは誰しも認めることだと思います。

その墓地が、この通達によって市場原理に委ねられることになったことの意味をもう一度

問い直す必要があると思っています。 

1948 年の段階で墓地を市場原理に委ねても大きな問題が生じなかったのは、墓地は祖先

祭祀対象として〈家〉（跡継ぎ）が永続的に管理をすることを前提しており、その限りにお

いては、市場が変なことをすると〈家〉から色々なクレームがついてきます。先ほど消費

者問題も出ましたが、それに対しても〈家〉、法律的には祭祀承継者が色々と対応するだろ

うということが前提となっており、ある程度死者の権利が守られることが予定されていま

した。墓地の永代所有権という伝統的な日本の考え方も含めて、〈家〉によって墓地はこれ

まで守られてきたのです。 

ところが、21 世紀になって事情が変わってきました。墓地の現実の使用者は跡継ぎでは

なく死んだ人間です。現代の問題は、少子化の中で跡継ぎがいない死者はたくさんいます

し、跡継ぎなど必要がないという人も増えてきています。そのなかで、跡継ぎがいなけれ

ば「死者の権利」が守られないという状況が起こっているのです。そのような状況で、墓
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地を市場原理に委ねることがどうなのか、誰が死者の権利を守ることができるのか、この

ことについて改めて考えていかなければならないと思います。 

もう１つの問題は、これまで墓地を作ることは一般的には利益を生み出さないと考えら

れていました。墓地は無税地であるので、墓地をいくら作っても固定資産税は課税されず、

埋葬料も無税です。このように墓地事業は収益をもたらさないものと思っていましたが、

市場原理に委ねてみると、そうではなく利益を生み出すことが分かってきました。墓石の

販売や埋葬に関して、どのような名目で費用を徴収するかは別にして、これらが利益を生

み始めてきています。これに関して法律は何も対応していません。このような収益事業が

行われてきても、これに対応するために墓地事業法のような特別法を作っている訳でもあ

りません。独占禁止法の問題であるとか色々な問題の中で色々な制限は可能と思いますが、

何も対応してきていません。 

日本の墓地は、明治以前はムラ墓地と寺院墓地が中心でした。明治以降になってそれに

加えて公営墓地が出てきた訳ですが、戦後になるとこの枠組みが壊れ、市場原理の枠に組

み込まれた事業型墓地が出てくる中で、市場原理の中で死者の権利が今後守られていくの

か、これに対してどのような国や地方自治体が手当をしていくか、考えていかなければな

らないだろうと思っています。 

ヨーロッパの話をさせていただきますと、近代以前は教会墓地を前提としていました。

ヨーロッパではこの教会墓地を地方自治体に移すという試みがうまく成功しました。なぜ

成功したかというと、元々〈家〉によって墓を管理するという発想がなく、死者を管理す

るのは教会であったためです。そして近代になり、教会が運営する墓地から、墓地は公衆

衛生政策にも関わり、全ての人間が必要であるという観点から公的施設・公法上の制度で

あるという位置づけを明確にしました。もちろん受益者負担が原則です。ヨーロッパの多

くの国では、埋葬税や教会税という形で特定財源を用意することで、地方自治体の独立採

算制による経営を可能にしました。 

ただ、国や地方公共団体が考えるべきこともありました。公衆衛生という観点から墓地

を整備するだけではなく、新教徒であるプロテスタントなどにどのように墓地を供給して

いくのかという問題でした。近代という時代の中で、全ての人間に(異教徒にも)平等に墓

地を提供しなければならない時、墓地を公的制度として捉え直す必要があり、同時に｢ゆり

かごから墓場まで｣という表現に象徴されるように、広い意味において｢福祉｣、それは地方

自治体の行政サービスという枠組みのなかで考えるようになりました。このことが、私が

墓地政策を「福祉」として捉える一番大きな理由でした。ここにはいろいろな意味があり

ますが、墓地を「死者をケアする施設」として定義しました。ドイツ語で Vorsorge、どう

訳していいのかと考えましたが、私はケアと訳しました。墓地は公衆衛生だけの問題では

なく、死者をどのようにケアをしていくかということが墓地行政の基準であるということ

で、福祉行政としての墓地行政という言葉になりました。 

この間、熊本県から「福祉」という言葉について指摘され、私も前から気付いていまし

たが、「福祉」という言葉はすごく複雑で曖昧です。つまり、「福祉国家」という場合の｢福

祉｣の意味、公的扶助のことを「福祉」という場合、公的扶助と福祉サービスをまとめて「福
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祉」と言ったりする場合など多義的です。1993 年に『墓と葬送の社会史』という本の中で

はじめて「福祉」という言葉を最初に使いましたが、その時にどのような意味で「福祉」

ということばを使ったのかと改めて考えました。曖昧であったことはと認めざるを得ない

のですが、一つは、国や地方公共団体が提供する施設であること、つまり学校制度や教育

と同じレベルで社会が提供していくべき施設としての「福祉」の意味もあるし、一方では

墓地をもつことができない人への墓地を提供、公的扶助いわば社会保障制度として意味合

いをこめての「福祉」という意味も込めておりました。ただ、現在ではこれだけでは不十

分であると思うようになりました。 

最近の墓地行政のあり方は本当にこれで良いのかと考えさせられるのが、東京都の墓地

行政についてです。東京都はこれまでの墓地政策の中で、明らかにどの都道府県、市町村

に比べても先頭を走っていました。我々も東京都に対する信頼感は持っていましたが、東

京都が壁墓地や合葬式共同墓地などを作り始め、東京都の墓地行政はどこに目が向いてい

るのだろうかと思うようになりました。極めつけは樹木葬墓地です。ここ何年間の東京都

の墓地行政の報告書も読みましたが、その念頭にあるのは環境に配慮した墓地とか、数量

的に多くの墓地を供給しなければならないということだと思います。ただ樹木葬墓地のよ

うに、900 ㎡の中に１万人の遺体を埋葬するという方法、数量的に墓地を供給すれば良い

というのが地方自治体の墓地の供給のあり方なのでしょうか。 

現在の墓地行政の中で墓地の提供のあり方として「墓地を供給すればいい」「墓地の数

さえ提供すればよい」と考えていることが多いと思います。東京都がそうです。どのよう

な墓地を提供すべきなのか、墓地がどのような空間・場所であるべきなのか、東京都にそ

の理念が欠落していると考えています。 

最近私は『人は〈埋葬〉しなければならない』(仮題)という本を執筆し、その中で東京

都の墓地政策のあり方を批判的に取り上げました。東京都の墓地政策に欠落しているもの

は、新しい時代に社会(都民)へ墓地提供するための理念です。墓地が事実として遺体や遺

骨の置き場所でありますが、死者への慰霊や祭祀は〈家〉に任せるべきだという発想で止

まるとすれば、墓地は遺骨の捨て場所・置き場所になっていきます。つまり、現代では〈家〉

が死者のケアの担い手となるという枠組みが維持できなり、新しい埋葬方法が提案された

りしています。では、誰が死者の新たなケアの担い手になるのでしょうか。これも市場原

理に委ねるのでしょうか。 

結論的にいうと、〈家〉あるいは家族が死者＝遺体や遺骨に対してのケアができないと

すれば、社会全体＝住民がその担い手になるような枠組み作りをするような、少なくとも

それに配慮をした墓地作りを考えるべきだと思います。この「ケア」ということばにどの

ような意味づけをしていくのか、その概念をどのように組み立てていくかはまだ整理でき

ていないのですが、死者の尊厳性を踏まえて、墓地をどのような慰霊空間にしていくのか、

また祭祀空間にするのか、という意味も含めるべきだと思っています。以前のように、供

養・慰霊・祭祀等については〈家〉に委ねるだけであるとすれば、墓地は単なる遺骨の置

き場所・捨て場所という位置付けになってしまいます。墓地が伝統的な先祖崇拝を場であ

ることは否定する訳ではありませんが、それを個々の家族だけに委ねることが困難になっ
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ています。墓地は死者たちの安らぎの場所でなければならないし、新たな墓地作りの理念

が必要になっていると思います。 

この問題に対しては以前から考えてはいたのですが、今回熊本県からの話をいただいた

時に、最初にいただいた資料の中に知事のマニフェストがあり、これは面白いと思い、感

動しました。私の読み方かもしれませんが、熊本県のシンボル的な墓地を作りたいという

ことではないかと思いました。ただ、そこにどうつなげていくかが、前回はよく分かりま

せんでしたが、少し整理ができました。「家」に代わって、地域社会全体、地域住民全体・

県民全体が新しい慰霊・祭祀の担い手として、いかに儀礼空間を構築していくのか観点が

墓地作りの上で必要になってくると思います。ヨーロッパでは、墓地を文化的な施設・制

度として位置付けますが、死者たちの生きた時代を刻印するような、死者たちが生きた地

域を刻印するような、そこで死者が安らぎ、死者たちへの慰霊が可能であるような、その

ような意味合いをこめた墓地の空間の再構築が必要になってくるのではないかと考えてい

ます。 

私は法社会学を専門にしておりますが、基礎法学の分野で「親密圏と家族」というタイ

トルで学術会議が主催するシンポジウムをこの 7 月に開催しました。その時に、ある若い

研究者が「親密財」という耳慣れない言葉を使っていました。「親密財」とは何かというと、

単純に言うと〈家族〉がもっともわかりやすい「親密圏」だと思います。非常に親しい人

が集まっている人間関係を親密という言葉で表現しますが、ところが現在では家族が親密

圏の役割を果たさなくなってきています。親の子どもへの虐待や、高齢者達も家族に迷惑

をかけたくない、と言って、家族関係を拒絶するような傾向も強くなっています。このよ

うな現象を「家族の個人化」と呼んでいますが、自己決定ばかりが強調されると親密圏の

枠組み自体が壊れ始めてきます。家族の個人化は個人の自由が増えて良いことだという人

もいますが、現実にはこの親密関係がないと我々は生きていけません。親密な関係は、〈家

族〉とか〈友達〉とか、地域社会もそうですが、これらの関係あるいは集団は私達が生き

ていくためのアイデンティティを確認する場でもあるのです。私は、これらを「資産」と

呼んでいましたが、このような資産をある若い研究者が「親密財」と表現しました。 

この「親密財」のあり方をめぐってはこれからも議論をしなければなりませんが、ここ

から色々なものが見えてきます。子育てネットワークとか、介護ネットワークとか、ファ

ミリーサポートセンターとか、私達が一定の地域の中で生活をする時、地域によって多様

な側面から支えられていることが分かります。安心して死ねる装置というのも、この｢親密

財｣の提供という意味をこれから持つようになると思います。地方自治体はこのような親密

財の重要な提供者の一つだと思います。このような「親密財」をどのような形の中で提供

できるのか、これからの地域行政の重要な役割であると考えています。 

結論的に言えば、墓地は単なる遺体の捨て場ではなく慰霊空間・文化的装置としてどの

ように再構築していくのか、県や市町村が行えることはそれをどのような形でサポートす

るかということだと思います。安心して死ぬ（眠る）ことができる社会システムを構築し

ていくこと、先ほど姶良市社会福祉協議会の例もそのようなサポートの一つだと思います。

今後もどのようにサポートしていくのかを考えていかなければならないし、その延長線上



 

 - 17 - 
 

に考えていくと、知事のビジョンとも重なっていくのではないかと考えています。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。親密財という話。先ほどの長江先生からの生きた証を広域的

に残すという話など、この研究会は知事のマニフェストから始まったものですが、そこに

繋がるような話をいただいたと感じています。また市町村の役割や福祉との関係について

も、お話をいただきました。今後しっかりとまとめていきたいと思います。 

少し時間も押していますが、議題２として「今後求められる具体的な施策と各主体の役

割」について、このことについてもご意見をいただきたいと考えています。 

先ほどご説明した資料３について、現段階でのアイデア的なものでも結構ですので、ご

意見をいただければと思います。市町村などで具体的に動かすときには、理念的な話だけ

ではなく、このようなものが必要であると思います。どのように動かし現実を変えていく

かということが非常に大事だと思いますので、この資料３についてのご意見をいただけれ

ばと思っておりますので、よろしくお願いします。 

それでは熊本市の井上課長からお願いします。 

    

熊本市熊本市熊本市熊本市：：：：井上健康福祉政策課長井上健康福祉政策課長井上健康福祉政策課長井上健康福祉政策課長 

森先生もお話されていましたが、墓地についてはやはり行政だけでなく民間も参入でき

るということが大きなポイントだと思っています。先ほども申しましたとおり、県が作成

された歴史とか理念については基本的には同意しております。ただ、参考資料４では市民

だけの声をまとめていますが、当然民間からの声もあります。行政があまり墓地行政に躍

起になると民業圧迫という意見も入ってくるので、そのあたりのバランスが難しいという

ことが桃尾墓園を着手した時の話として聞いています。 

そのような点から、資料３にまとめている中長期的に検討すべき施策として整理されて

いる「墓地整備の検討と財源確保に向けた取組み」については、あくまで民間の供給も踏

まえた上での施策であれば良いですが、その点において少し表現が気になります。 

２点目が短期間で実現可能な施策の中の「墓地管理の新たな支え手の育成・連携体制の

強化」についてですが、育成という言葉が少し上から目線ではないかと感じます。 

あと「現時点で考えられる施策例」という表現のままであれば、市町村という言葉を入

れていただいても構わないと思いますが、やらないといけないという方針として市町村と

いう言葉を入れられると難しいこともあるので、現時点で考えられる施策例という言葉を

使った上でまとめられるのであれば異論はありません。    

    

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

非常に具体的なご指摘ありがとうございました。それでは隅田さんお願いします。    
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人吉市人吉市人吉市人吉市：：：：隅田課長補佐隅田課長補佐隅田課長補佐隅田課長補佐 

今日お話を伺い、森先生もお話をされましたが、墓地は福祉行政であるという思いを強

くしているところです。ただ人吉市役所で話しても、なかなかそう思っている人はいませ

ん。実際、市民と話をしている部局の人は、市民の方が心配されていることや不安を持っ

ていることは分かりますが、それがまだお墓の問題までには繋がってはいないようです。

これを機に、このような形で生涯の安心の実現に向けた一連の課題としての位置づけ、人

吉市長も市民幸福の向上と言っておりますので、その人の幸せを向上する、人ひとりを見

て人間が安心して死ねるという観点から全てつながると良いと思いました。 

あと福祉とすごく似ていると思ったのが、「家」で難しくなったので地域の担い手とい

う話になりましたが、それがあまり行き過ぎると今度は「家」が責任を果たさないのに、

何で地域に負わせるかという話がおそらく出てくると思います。もしかしたら、地域福祉

で役割分担を話すような枠組みが利用できるのではないかと思いました。 

人吉市も自助力向上ということを地域福祉の中で言っていますが、その中では、迷惑を

かけることも大事という話をしています。自分が死ぬのだから自分の好きなようにという

ことにも関係していると思います。死んだ後消えて無くなる訳にはいかないので、お互い

様という考え方も福祉と繋がっていると思いました。 

そのように市町村の中でも考えていくと、今はバラバラにやっている健康づくりや介護

セミナー、さらに終活のセミナーも、全部人の生涯に関わりますので全部繋がってくるの

ではないかと思っています。現在、人吉市では教育委員会で終活セミナーをしております

が、中身について墓地関係の部局が関わっておりません。介護予防と終活がどのように絡

むかなどはこれからの話ですが、一人の市民を対象として見ていければトータルでのサポ

ートができます。それを県から一つのつながった形で出していただければ、市町村も各部

局が連携して考えやすいと思いました。 

ただ、人吉市では、墓地が崩れたりして必要に迫られて、墓地の調査を行うことになり

ました。しかし、他の市町村が墓地調査などをするかどうかは、熊本市からもありました

が、各市町村でかなり差が出てくるのではないかと思っています。一斉に取り掛かるには、

時間がかかるのではないかという印象を持っています。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。やはり現実に動かしていくということになると、非常に難し

い課題があると思いますが、この議論が少しでもその原動力になればと思っています。そ

れでは甲田さんお願いします。    

    

菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会菊陽町社会福祉協議会：：：：甲田事務局長甲田事務局長甲田事務局長甲田事務局長 

我々地域福祉の活動を実際に実施している団体として、それぞれで生活している今の暮

らしをどう支えていくかについては、まずご自身の努力があり、その努力で出来ないこと

を家族がサポートし、それで出来ないことを地域で支え合うということが理想だと思って

います。そういった中で、いかに住民の自助努力を引き出せるかという課題がありますし、
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また、その方の自助努力を引き出すためには、どこか相談窓口がないとそこまで考えるこ

とができないということがあるので、特に高齢者や障がい者などの弱者の方々については、

なかなかそこまで考えきれず、自分のことで精一杯で日々を過されていますので、墓地に

関することまで行き着かないという人たちも多いと思います。 

また、介護相談から自分の死を見つめていくこともあるでしょうし、相談窓口の中で人

生を考えることもあるでしょうから、そのような相談窓口は身近にあって欲しいと感じま

した。 

そして、相談の中で出てくる暮らしに対する課題などを捉えて、家族が出来ないことを

どう支え合っていくのかを地域でしっかり語り合って現状を知りたいと思いましたし、そ

のような語り合う場所を行政で作っていただければと思いました。それと新たな支え手と

して、私たち社会福祉協議会に何が出来るかを真摯に考えていき、活動計画に載せていく

時にも、なかなか墓地という考え方を私たちだけでは難しいので、そういった時に墓地に

関する理解を深めながら、一緒に考えていくということができれば良いと思いました。 

最後に財源の確保については先ほどの墓守サービスでもそうですが、費用はやはり付い

てまわります。姶良市の墓守サービスでは、お盆やお正月などには綺麗になっている墓の

写真をお届けする非常に優しいサービスも行っており、その際には通常のパートさんだけ

では出来ないので職員総出でされているという話も聞きました。やはり人海戦術も必要で

あることから財源についても考える必要があると思いますので、そのような財源の考え方

についてもご教授いただければと思いました。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員 

ありがとうございました。それでは清田さんお願いします。 

 

特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム    くわのみくわのみくわのみくわのみ荘荘荘荘：：：：清田部長清田部長清田部長清田部長 

先ほど終活と介護予防の絡みの話がありましたが、私たち社会福祉法人が終活を始めた

経緯として、第１回研究会の中でも終末期に関わってきた色々な思いをお話させていただ

きましたが、私たちが介護予防事業所として、施設サービスや在宅サービスを提供してい

く中で、介護保険を適用されない方々の出かけていく所ということで、非該当の方向けの

デイサービスを作ってみました。ところが非該当の方向けのデイサービスを作ってみると、

またそこには合わない方々が出てきました。出かけていく所を欲している人たちとこれか

らの人生を探している人たちに向けたものとして、今の終活という形になっています。終

活を終えた方々が、自分たちで交流の場としてソーイングカフェを作り始めたということ

が、また介護予防の第一歩になるのではないかと思っており、終活と介護予防の成果とい

うのは長期的に見ていき、私たちの地域がどのように変わっていくか楽しみにしていると

ころです。 

議題についてですが、資料３の短期間で実現可能な施策の「住民の自助力向上及び相談

窓口の設置」の中に市町村によるシンポジウムやセミナー開催などとありますが、人吉市

が生涯学習講座で終活の講座を全６回で開催されるということで、お手伝いのお話をいた
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だいておりますが、人吉市がされるということがすごく素晴らしいと思っています。一般

的な終活というのは営利企業の方がやられ、だいたい１回で終わっており、人吉市では全

６回と非常に詳しくしていただけるのがすごく良いと思いました。他の市でも、11 月には

天草市が男女共同参画事業として「男の生き方塾～これからがおもしろい、第２の人生～」

というタイトルで開催する予定としています。 

社会福祉法人や介護保険事業者の動きとしては、愛知県の社会福祉法人などが終活カレ

ッジの見学に来られました。先月くらいからは、県内の社会福祉法人、民間の介護保険事

業所からも見学の申し込みがあっています。この２つとも 11 月に見学していただくことと

しております。また山都町のケアマネージャーの勉強会において、福祉関係職員を含めた

60 人を対象とした終活についての講演依頼をいただいているところです。熊本県以外では、

福岡県の志免町が市民大学のような形で終活を始められるということでした。またＮＰＯ

からも相談があっております。介護保険事業所や社会福祉法人においても、こういった動

きがあるということは、高齢者を支え、高齢者の不安に寄り添っている現場が終活や身じ

まいの必要性を感じているからではないかと思っております。自治体や社会福祉法人、介

護保険事業所が就活セミナーを行うということは大きな意義があると同時に、受講者も安

心して学びの機会を持つことが出来るのではないかと思っています。それが地域ごとや町

内ごとなどの小さな単位で開催されることで地域のコミュニティ力が高まり、町内や地域

でお墓のあり方や、自助や共助についても考える機会になるのではないかと思っています。

第１回研究会で隅田さんがお話しされた、地域の見える範囲でのお墓に繋げていくことが

できるのではないかと思いました。大事なことは、継続的な学びの機会や相談機能であっ

てほしいと思います。私たちは社会福祉事業の枠外の独自事業として県からの助成金をい

ただき終活を開講しておりますが、地域のコミュニティの場やセーフティネットという観

点からも、墓地が再生された場合には市町村の施策の中で精一杯お手伝いすることが社会

福祉法人の責務の１つである、地域社会への貢献と考えておりますし、さらに見学の依頼

をいただいているような社会福祉法人がたくさん増えていけばいいなあと考えています。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員    

ありがとうございました。終活セミナーについては、かなりの広がりが期待されると思

います。それでは和田先生お願いします。 

    

熊本学園大学熊本学園大学熊本学園大学熊本学園大学：：：：和田教授和田教授和田教授和田教授 

介護に関しては人権の総仕上げであると言われますが、特に 2000 年以降、社会福祉法、

介護保険法が動き出す中で、生活の質と併せて「尊厳ある」というキーワードがたくさん

入ってまいりました。ＱＯＬ（quality of life＝生活の質）から dignity of life（生活

の尊厳）ということを考えると、お墓の問題というのは人の尊厳の象徴だと思います。 

個々の問題について資料３でかなり書き込んでいますが、特に短期的な施策の中の相談

窓口の設置については、墓地ビジネスや埋葬ビジネスに関する相談窓口と明確に出した方

が良いと考えています。例えば、途中で解約をした時にどうなるのか、あるいは墓地を買
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ったが墓屋と一体となっていることなど、そのような問題に対して消費者保護や独占禁止

法などの色々な法律を適用してでも、当事者の利益を守ることが必要だと思います。 

もう１つが新たな支え手をどうするかという点です。福祉教育という点でそれぞれの学

校教育や社会福祉協議会の中では積極的に取り組まれていますので、私たちも含めてお墓

のことについては公的なケアの象徴として考えていくことが大事だと思います。 

中長期的に検討すべき施策として、財源的な問題とそれに合わせて人の問題をどうする

かという点ですが、地域で雇用を生むという観点から、シルバー人材センターに限らずに、

障がい者自立支援事業所も含めた、ちょっと突飛な言い方ですが、これらも含めたソーシ

ャルファーム※という考え方も出来るのではないかと考えています。 

また、おそらく今後出てくるのが清田さんも言われたように、制度や施策、法律の条件

が乗らないとか、法律と法律の間にあるという課題も象徴的な問題としてあるので、その

間をつなぐものをどのように検討していくかも重要な課題としてあるのではないかと感じ

たところです。 

    

※ソーシャルファーム 

障がいのある方、引きこもり、難病患者の方等、一般の労働市場では適切な仕事を見つけることが困難な人

たちの働く場を創りだし提供する取組み    

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員    

ありがとうございました。長江先生お願いします。 

 

聖徳大学聖徳大学聖徳大学聖徳大学：：：：長江教授長江教授長江教授長江教授 

資料３の「墓地管理の新たな支え手の育成・連携体制の構築」については、和田先生

が話されたことは重要と考えています。 

その他、介護から見取り、葬儀、お墓に至るまで一連として、人をケアするというこ

とでトータルに考えないといけない部分だと思いますので、もちろん営利企業ではござ

いますが、葬祭業の団体や石材組合など、一社ではなく組合のような公益性を持ってい

るような営利団体の連合体にも一緒に入っていただき、現状について県民、市民の方々

と一緒に考えていくことが極めて重要なことであると思います。 

先ほどの和田先生がお話された墓地ビジネス、清田さんのお話された介護から一連の

継続的な相談窓口ということは本当に重要であり、実現していただきたいと思います。 

中長期的に検討すべき施策の「地域の“大切な施設”としての地域・行政は一体とな

った墓地整備の検討と財源確保に向けた取組み」ですが、先ほど森先生がお話されたケ

ア、福祉の視点で研究を進めていくということを文言に加えていただければと思います。

墓地は人間しか作らない施設であり、かつ文化施設であり、ビジネスの国のアメリカで

さえデス・ケアサービスと言います。メモリアリゼーション、追悼としての墓地、その

ような空間を作っていかなければいけないと考えています。 

また、永続的な管理が求められますので民間霊園でも破綻してはいけない。そのよう

なことは許認可する側には極めて重要ですので、条例化するなど検討をする必要があり
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ます。地方分権一括法で権限委譲して宗教法人が事業型墓地を作りたいという相談が市

にも来ると思います。そのようなことへの市町村の担当者が主体的に学べるシステムが

必要だと思います。 

ただ先ほどの熊本市の話ではないですが、墓地を整備するために約 20 億円かかるとい

う話がありましたが、そうであるから従来型の事業型墓地が良いのかということになる

と、それも一長一短があるため、やはり整備していかなければならないということにな

ると、ＰＦＩなどの事業手法があると思いますので、そういったものに関しても安易に

手を出すという訳ではなく墓地の開発や再生、経営に関する研究を進めていきながら、

よりよい形で祭祀空間として素晴らしい墓地を作っていくことが重要です。最終的に絶

対に無縁になることなく、みんなで祀っていくという姿勢の墓地のモデルができれば、

熊本からスタートする新しい墓地のあり方が出てくると思いますので、それは短期では

難しいので中長期の施策の中に一言加えていただければと思います。 

 

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員    

ありがとうございました。大きな宿題をいただいたような気がしています。それでは

森先生お願いします。    

    

茨城茨城茨城茨城キリストキリストキリストキリスト教大学教大学教大学教大学：：：：森教授森教授森教授森教授 

先ほど和田先生が言われたことですが、現状の問題に対して一つずつやっていこうと

思うと現状の制度が邪魔になってきます。そこが一番大きな問題で、制度改革をどのよ

うにやっていくかを考えないといけません。一番厄介なのが墓地埋葬法と民法。先ほど

民法 897 条の話が出てきましたが、この条文があると色々な問題が出てきます。１つ例

を挙げますと、ある単身者の方が亡くなられた時、その方は 1400 万円を超える預金があ

り、それを使って総額 120 万円で葬儀から納骨まで行って欲しいという生前契約を結び、

それを遺言として残しました。その方は最終的には老人施設（株式会社が経営）に入っ

ており、亡くなる直前に（原告の主張では正常な判断能力を失った段階で）全財産を老

人施設に寄贈するという遺言書を書き直しされました。遺言書は最後が有効ですので、

最初の 120 万円の生前契約を記した遺言書の有効性が問題となりましたが、福島地方裁

判所いわき支部の判決では全財産を老人施設に遺贈する遺言書は有効であり、老人施設

が勝ちました。その後、仙台の高裁に控訴し係争中ですが、この裁判が結審するまでは

亡くなられた方の遺骨が宙に浮いているということでした。 

現行の法律の枠組みの中ではこの判決は正しいのでしょうか。現代社会で果たして妥

当なのでしょうか。成年後見制度のあり方も含めて検討しないといけませんが、法律上

のいくつかの枠組みについて、ある程度制度改革が必要になってくると思います。これ

から我々の世代を含めて単身者が増えてきます。我々世代の単身者は意外とお金を持っ

ています。高度成長期の中で働き退職金をもらっている世代であり、もし葬送に関する

費用は相続財産から差し引くという規定が民法にあればこの問題は一度に解決します。

細かな問題はいくつかありますが、そのような法的・制度的な問題を整理しないといけ

ないだろうと思います。 
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もう１点の問題が、熊本市から民業圧迫という話がありましたが、これは全ての地方

自治体が抱えている問題だと思います。民業を否定する訳ではありませんが、どこまで

民業と調整していくことが可能なのか、その調整をしていくためにも各地方自治体の中

に墓地行政については条例が必要だと考えています。各地方自治体でどのような葬送・

墓地の提供に関わる行政をやっていくのか、それを明確にするためにも条例化の流れは

どうしても必要になると思っています。｢安心して死ねる枠組み｣を構築することは、隙

間産業として展開する民業を保護すること以上に、はるかに重要なことだろうと思いま

す。 

３つめの問題が、先ほど社会福祉協議会の祭壇貸付をやめたという話がありましたが、

これも民業との問題と関わりますが、日本が高度成長する過程の中で葬式をあげること

ができない方がおり、その方については市町村が「助葬」として制度を作り、彼らを援

助してきました。その中で貧しい人でも葬式を挙げられる枠組みを作っていたのが、市

場化してくればしてくるほど、これまで地方公共団体に手助けを求めていた人も民業と

しての葬儀屋さんに葬儀を委ねるようになってきたという歴史的な過程があります。最

近 1990 年以降、お金がないから葬式をあげない人が増えています。伝統的な葬式では、

村の人々の手伝いがあり、香典もくれるので喪家の費用負担はそれほどでもありません

でした。現代では葬式に参列する人も少なくなり、家族だけで葬式を挙げること顔多く

なっています。いわゆる｢家族葬｣という形態です。これからどのような枠組みで葬式を

挙げていけばいいのか、何らかの形での援助が可能なのか、その方法を考えてもいいと

思っています。ヨーロッパの場合は公営で葬式を挙げています。現在の日本で相対的貧

困率が上がってきている中で、そのような人達が葬式を挙げたいと思った時に、お金が

ないから葬式ができないと言わせるのは、人間（死者）の尊厳性に関わってくる問題で

あると考えています。 

最後に無縁墳墓の問題ですが、施行規則の中で規定しているが、、、、法律では規定してい

ません。そのことからも無縁墳墓をどうするかは、地方自治体の中で決めることができ

るのではと思っています。宮崎市の事例で墓地の中で無縁になった墳墓を合葬式共同墓

に改葬するという話が出てきましたが、施行規則との関連がありますのではっきりは言

えませんが、あの方法を採用するとすれば改葬手続きは必要ないのではないかと考えて

います。 

無縁墳墓の改葬手続きにしても、無縁改葬を前提とするシステムは現代社会では無理

が生じています。現代では誰もが無縁になる可能性があるとすれば、新しい枠組み作り

をすることも必要になっています。このような枠組み作りも、熊本らしい葬送のあり方

に結びつくのかもしれないと考えています。    

    

熊本県熊本県熊本県熊本県：：：：内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員内田総括審議員    

この後、自由な意見交換と思っていましたが、時間となってしまいました。色々な問題

をご指摘いただきました。具体的な事柄から法律の問題、地域社会との関係など。やはり

墓の問題や死者の尊厳性の問題など、非常に哲学的な分野まで意識した形での取組みにな

らざるを得ない事柄であると思いました。本日のご意見を踏まえて、我々なりに研究会の
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成果として報告書を整理したいと思っております。また案の段階でご意見をいただきたい

と考えておりますので、ご協力をよろしくお願いします。 

具体的な取りまとめは出来ませんが、知事のマニフェストで、このような公的霊園とい

う我々にとっては突飛な言葉でしたが、ただ研究会を行っていく中で、お墓をめぐる話の

中には地域福祉の話から人間の尊厳性の話、法制度の話、現実の葬送や墓をめぐる課題の

変化など、これからの重要な問題の１つであると改めて認識しましたので、人の最期の生

きた証としてお墓、尊厳性をいかに確立するかという視点、また福祉という視点も踏まえ

ながら、お墓をめぐる行政の関わり方をまとめさせていただければと考えていますので、

最後までご協力をお願いします。 

本日は本当にありがとうございました。 

    

司会司会司会司会    

本日は大変貴重なご意見ありがとうございました。 

ただ今、内田総括から説明もありましたが、今後研究会でのご意見を踏まえ「これから

の墓地行政のあり方と施策の方向性」について整理したいと考えています。 

今後、皆様には本日のご発言内容の確認や整理した報告書につきまして、ご意見やご助

言をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

なお本日ご参加いただいております行政担当者の方々に、今回の研究会での議論の感想

や今後の墓地行政に対するご意見をお聞きするため、アンケートを配付させていただいて

おります。後ほどで結構ですのでご提出いただければと思います。是非、報告書を取りま

とめる際の参考とさせていただきたいと考えていますので、ご協力のほどよろしくお願い

します。 

本日は本当に長時間誠にありがとうございました。 


