
 

 

 

 

 

講評・コメント 

（森 謙二氏、長江 曜子氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ｗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

茨城キリスト教大学 文学部教授 森 謙二 氏 （専門：法社会学、近代法史、民俗学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒲島知事の「県民の生涯を通した安心の実現を目指す」という政策目標を前提にし

た上で墓地行政を行う。この担当者の言葉は新鮮であったし、私はこれに共感するこ

とができた。近年の地方自治体による墓地づくりに多少違和感を私はもっていた。明

治以来、墓地の供給源は地方公共団体であるというのが原則であるが、それが戦後大

きく揺らいできた。寺院を名義人とした営利業者（石材業者や不動産業者）が墓地づ

くりを行うようになり、他方では少子化のなかでアトツギのいない墳墓（無縁墳墓）

が増加し、アトツギがいない人々のために安易な〈墓〉作りが流行し、地方自治体も

住民達に〈墓〉の量さえ提供すれば良いと考えるようになってきたからである。 

 長期的な視点に立てば、これから誰の〈墓〉も無縁化する可能性があるし、単身者

や承継者のいない人が亡くなった時、その人達の遺骨をどのように処理するかが問わ

れることになる。彼らの遺骨を墓地に納めるとしても、その墓地は死者を慰霊する人々

がいない遺骨の捨て場になるのか、そのような不安は多くの人が持つことになる。 

 その意味では、今回の熊本県の「これからの墓地行政のあり方等に係る研究報告書｣

は、これからの墓地行政の大きな指針を与えるものと私は期待したい。もともと地域

行政は住民の不安を解消するものでなくてはならない。墓地づくりもその例外ではな

いだろう。墓地は、遺体や遺骨の置き場所ではあるが、それ以上に死者の尊厳性を守

り、死者のための慰霊空間でもある。これまでの地域の歴史は死者達によって構築さ

れたものであり、墓地は地域に生きた死者達を慰霊・顕彰する空間でもある。では、

具体的にどのような取り組みをするべきなのか、これはそれほど単純な問題ではない。 

 これまで日本の法律は、死者への供養や祭祀は〈家〉によって行うべきものとして

きた。死者は〈家〉に属するものであり、その〈家〉がなくなると死者は無縁になる

と考えてきた。この仕組みそのものを変えていく必要がある。この変化の兆候は新し

い葬送の形だけではなく、墓参りの代行サービスや「終活」活動の活発化という形で

も表面化している。問題はこれをどのように〈安心〉に結びつけるかである。また、

古い制度には多くの綻びがあちこちで目立つようになってきた。この古い制度の綻び

を修正し、新しい秩序の再構築に向かわなくてはならない。 

 

 私は、今回の報告書の中にある、墓地を「住民の安心の実現」のために作り、｢地域

の大切な空間」（私流に表現すれば、地域住民のための慰霊空間）として位置付けるこ

の方向性は、これからの地域の墓地行政の指針になるものであると思うし、熊本県が

この新しい墓地づくりの発信源になることを期待したい。 



 

聖徳大学 人文学部教授 長江 曜子 氏（専門：日本近代文学、葬送文化研究、墓地研究） 

 

 熊本県の「これからの墓地行政のあり方等を考える研究会」のメンバーとして参加

させていただき、大変幸運でした。それは、この研究会が従来の墓地研究会と画期的

な３点の違いがあるからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの点から報告書の内容も、超高齢社会におけるこれからの墓地行政を検討し

たものとなっており、以下の７点が評価できると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 7点が、きちんと盛り込められた素晴らしい報告書であると思います。 

① 蒲島知事のマニュフェストに掲げられた、県民の幸福・安心・長寿を恐れない社会の

実現のための墓地研究会であること。 

② まさに「ゆりかごから墓場まで」の社会に必要な福祉施設、行政サービス、祭祀施設

として、根本的に必要な都市施設として墓地を位置付けようとしている点。 

③ そのため、この研究会に、単なる従来の墓地を衛生施設と捉えた保健衛生関係者や地

方公共団体の墓地担当者、建設担当者、学識経験者だけでなく、介護関係者で終活セミ

ナー活動をしている団体、地域の大学の福祉専門の教授、社会福協議会等、熊本県の高

齢者の不安を理解している方々が参加している点。 

１ 墓地を単なる衛生施設と位置付けるのではなく、福祉の視点に行政が展開していくこ

との意義を明記している点。 

２ 平成 24年の地方分権一括法により、墓地埋葬法の墓地の許認可権が市長へ移譲された

ことに対応し、担当者の教育、相談業務を盛り込んでいる点。 

３ 戦後、長男までもが首都圏、阪神圏に教育、就労、家族を作り、熊本に帰らず、地方

都市の市営墓地、寺院墓地、共葬墓地の無縁化問題は、2030年の死亡曲線ピーク時に必

ず大きな問題になることが予測される。その調査研究を盛り込んでいる点。 

４ 高齢者の墓地に対する承継者の不安をアンケートによって検証し、生涯未婚化現象世

代の不安も浮き彫りにし、「終活」の重要性を認識したうえで行政のサポートの必要性を

盛り込んでいる点。 

５ 現在の墓地の再生や再貸付の時に更新を妨げない有期限貸付制度の研究や、管理のた

めの民間のネットワークの構築等の試みについての研究の必要性を盛り込んでいる点。 

６ 無縁墳墓の遺骨のセーフティネットとしての合葬施設の必要性の確認している点。た

だし、単なる骨の捨て場ではない、尊厳ある人間としての証しである名前を刻むメモリ

アリゼーションの必要性についても議論がされている点。 

７ 何よりも「熊本を愛し、熊本で眠りたい」と思う県民にとっての心のふるさとが表現

されたものが、お墓であり命の大切さとルーツを確認できる場所が墓であることを認識

している点 



 

 

 

 

 

 

 

これからの墓地行政のあり方等を考える研究会 

（関連資料） 

 

〇 研究会名簿（P1） 

 〇 第１回研究会（平成 25 年 7 月 31 日）議事概要（P2） 

 〇 第２回研究会（平成 25 年 10 月 17 日）議事概要（P19） 
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所　属　等 職　名 氏　名

　社会福祉法人 青山会
　特別養護老人ホーム くわのみ荘

　在宅部部長 清田　直美

　社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会 　事務局長 甲田　峰子

　聖徳大学 児童学部 　教 授 長江　曜子

　茨城キリスト教大学 文学部 　教 授 森　謙二

　熊本学園大学 社会福祉学部
　  第二部社会福祉学科長

　教 授 和田　要

　熊本市健康福祉こども局
　健康福祉政策課

　課 長 井上　隆

　人吉市 市民部 環境課
　課長補佐
　兼係長

隅田 節子

　熊本県 企画振興部
　総括審議員
　兼政策審議監

内田 安弘

　熊本県 健康福祉部 長寿社会局 　局 長 山田 章平

　課 長 小原 雅晶

　審議員 沼川 敦彦

　課長補佐 渕脇 拡之

　参 事 河野 浩一

事務局（熊本県企画振興部企画課）

「これからの墓地行政のあり方等を考える研究会」名簿 
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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、尐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。 

 

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。

資料が多く尐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、尐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

第１回これからの墓地行政のあり方等を考える研究会 

（議事概要） 
 

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」 
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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」から尐し「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尐していく中、

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

観点からの対忚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
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ート結果のうち、特に年代別の結果については、サ

ンプル数が非常に尐なく、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

になると逆に尐なくなっています。 

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、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

縁化する墓への対忚はもちろん、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
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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

うな対忚をすべきか」「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
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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、対忚して

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
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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。 

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
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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

急対忚はどうするのか、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。 

 緊急対忚の不安の中には、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
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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。

それにどう対忚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
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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、どのように対忚すべきかを

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

尐しますので、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
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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。 

 

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。尐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」割合が一番尐な

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尐し他者（社会）のことや残

される家族のことも考えてと言いたくなるし、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
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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忚しながら、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、尐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、そういった不安を尐

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

定という観点も尐しずつ平成 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尐

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
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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、尐し集約した

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。 

熊本でも人口減尐しており、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忚して

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。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
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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。 

先ほど尐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
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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。 

 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尐ないようですが、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。人口減尐が進ん

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

者の就労を尐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。 

 

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
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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 
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 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忚ですが、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

政が対忚しているが、具体的に法の中で地方自治体

が対忚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忚を

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

をベースにして尐し整理したいと思っています。そ

れで尐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、そこで尐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、お墓の有り
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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尐

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、そこから尐し出口がないと、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、もう尐し他の方々

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、もう尐し墓地を

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、次回もう尐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。 
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司 会（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 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カ月半と尐し時間は空いてし

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 

 

 

 

 

 

 

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。 

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 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 

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

く状況について尐し歴史的な流れや法制度の動きを

第２回これからの墓地行政のあり方等を考える研究会 

（議事概要） 
 

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」 
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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をご覧ください。 

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、「尐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忚」、

そして「墓地埋葬法の許認可事務への対忚」が考え

られます。 

次に資料２をご覧ください。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忚」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をご覧ください。 

こちらは今ご説明した施策の方向性ごとに、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」という形で尐し時系列に整理し、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）
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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 

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をご覧ください。 

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。 

尐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 

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。 

 

熊本県：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

長江先生から尐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：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できない

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。そ
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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：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。 

 

聖徳大学：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つ目が計画の理念です。「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つ目は、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つ目は、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つ目は、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（けぐ）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
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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 年にできましたが、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。計画づく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

墓参ができない状況です。階段と一見バリアフリー

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。なぜかというと街の中心の墓地であ

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祀ら

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：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
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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：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。

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忚えているという状

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

かの形で対忚されているのが、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

分が亡くなった後、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

忚えていくことは、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：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：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。ただ尐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
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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街中、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。 

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でき上がっ

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、尐し先が見えたという感じがし

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。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：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。 

 

熊本県：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。 

 

特別養護老人ホーム くわのみ荘：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
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がとても印象に残り、まさに終活で自分の意志を残

すということは、先ほど散骨の話も出ましたが、そ

ういうことばかりに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：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

尐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：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でき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：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：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つ目は、先ほど和田先生もお話されましたが、

墓地という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、
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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つ目として、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つ目として、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：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。 

 

茨城キリスト教大学：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忚するだろ

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、尐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
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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忚していません。

このような収益事業が行われてきても、これに対忚

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、

何も対忚してきていません。 

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込めての「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造

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あ
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り方を批判的に取り上げました。東京都に墓地政策

に欠落しているものは、新しい時代に社会(都民)へ

の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づくりを

するような、尐なくともそれに配慮をした墓地づく

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、

新たな墓地づく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造り

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、尐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造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

耳慣れないことを使っていました。「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。
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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：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。 

尐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：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、その点において尐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、育成という言葉が尐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：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。 

 

人吉市：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付け、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
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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：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、この議論が尐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：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、

その努力でできないことを家族がサポートし、それ

ででき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、

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、家族ができ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でき

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

さんだけではでき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：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。 

 

特別養護老人ホーム くわのみ荘：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。

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」
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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

ができ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

能であって欲しいと思います。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：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：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。ＱＯ

Ｌ（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※という考え方もできる

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。 
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熊本県：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：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、介護から看取り、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しされた墓地ビジネス、

清田さんのお話し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

ほど森先生がお話しされたケア、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。墓地は人間しか造らない施設

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

うな空間を造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造りたい

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

良い形で祭祀空間として素晴らしい墓地を造って

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：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。 

 

茨城キリスト教大学：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
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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。 

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つ目の問題が、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尐な

くなり、家族だけで葬式を挙げることが多くなっ

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、新しい枠組み造りをすることも必要になっ

ています。このような枠組み造りも、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：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できませんが、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一つ

であると改めて認識しました。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。 
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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、ご協力の程 

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。 
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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査目的 

この調査（長寿を楽しむ社会に向けた県民意識調査）は、終末期における

医療や介護のあり方、高齢者の孤立死や墓地の承継者不在による無縁墓地化

などの問題に対する県民の意識を調査し、「幸せ実感くまもと４カ年戦略」に

掲げている、高齢者がいつまでも安心して暮らせる社会の実現を目指し、今

後の本県の政策立案等に必要な基礎資料を得ることを目的としています。 

 

２ 調査項目 

（１）健康について 〔問 1-1、1-2、2-1、2-2〕 

（２）生活について             〔問 3-1、3-2、4、5-1、5-2〕 

（３）老年期における様々な問題について  〔問 6、7、8、9-1～4、10〕 

 

３ 調査設計 

（１）調 査 時 期 平成 25 年 1 月 17 日（木）～31 日（木）（15 日間） 

（２）調査対象者等 県内在住の満 40 歳以上の男女 1,500 名（無作為抽出、

郵送法） 

（３）回 収 結 果 有効回答者数 935（回収率：62.3％） 

 

４ 調査対象者の抽出 

県内全市町村の満 40 歳以上男女の人口構成比により標本数 1,500 を按分し

て、市町村ごとの標本数を決定し、各市町村の住民基本台帳に基づき調査対象

者を無作為抽出しました。 

※人口は、熊本県推計人口調査結果（年報）（平成 23 年 10 月 1 日現在。県統

計調査課）を使用。 

 

５ 報告書利用に当たっての留意事項 

（１）各設問中の「ｎ」の数値は、各調査年度における、無回答を除いた回答 

者総数を示しています。 

（２）集計表中の区分は次のとおりです。 

「除無」：無回答を除いた割合 
「ＳＡ」（Single Answer）：単一回答 
「ＭＡ」（Multiple Answer）：複数回答 
「ＭＴ」（Multiple Total）：複数回答における割合の合計 

（３）小数点以下第二位の四捨五入により各項目の合計が 100.0％とならない場

合があるため、最多の項目において端数処理しています。 

（４）今回調査の回答者の男女別、年代別、居住地域別の内訳は、次の表のと

おりですが、実際の人口構成と差異があります。質問内容によっては、男

女や年代の違いによる影響を受けることも考えられます。 

－1－



〔回答者の男女別、年代別、居住地域別の内訳〕 

 

男女別 

 実際の県人口 調査回答者 差異 

人数 構成比(A) 人数 構成比（B） （B）-（A） 

男性 676,248 46.0% 378 41.0% -5.0% 

女性 794,790 54.0% 544 59.0% 5.0% 

合計 1,471,038 100.0% 922 100.0%  

 

年代別 

 実際の県人口 調査回答者 差異 

人数 構成比(C) 人数 構成比（D） （D）-（C） 

40～49 歳 213,340 19.8% 178 19.3% -0.5% 

50～59 歳 247,929 23.0% 214 23.2% 0.2% 

60～69 歳 252,270 23.4% 241 26.1% 2.7% 

70 歳以上 364,090 33.8% 291 31.4% -2.4% 

合計 1,077,629 100.0% 924 100.0%  

 

居住地域別 

 実際の県人口 調査回答者 差異 

人数 構成比(E) 人数 構成比（F） （F）-（E） 

熊本市 589,873 40.1% 347 39.3% -0.8% 

宇城 90,067 6.1% 60 6.8% 0.7% 

玉名 137,812 9.4% 82 9.3% -0.1% 

鹿本 45,289 3.1% 27 3.1% 0% 

菊池 138,303 9.4% 78 8.9% -0.5% 

阿蘇 56,370 3.8% 44 5.0% 1.2% 

上益城 71,751 4.9% 46 5.2% 0.3% 

八代 118,362 8.0% 63 7.2% -0.8% 

芦北 42,421 2.9% 29 3.3% 0.4% 

球磨 76,474 5.2% 48 5.4% 0.2% 

天草 104,316 7.1% 57 6.5% -0.6% 

合計 1,471,038 100.0% 100.0%  

※実際の県人口は、熊本県推計人口調査結果報告（年報）（平成 23 年 10 月 1 日現在。

県統計調査課）を使用。 
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〔居住地域の区分〕 

 

熊本市  

宇城 宇土市、宇城市、美里町 

玉名 荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町 

鹿本 山鹿市 

菊池 菊池市、合志市、大津町、菊陽町 

阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、
西原村 

上益城 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 

八代 八代市、氷川町 

芦北 水俣市、芦北町、津奈木町 

球磨 人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、
相良村、五木村、山江村、球磨村 

天草 天草市、上天草市、苓北町 
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Ⅱ.調査結果

１．調査回答者の属性

①　性別

（SA）

②　年代

（SA）

全体（ｎ=922）

全体（ｎ=924）

男性 41.0

女性 59.0

40～49歳 19.3

50～59歳 23.2

60～69歳 26.1

70歳以上 31.4

－4－



③　配偶者

（SA）

④　お子様

（SA）

全体（ｎ=914）

全体（ｎ=917）

いる 75.5

いない 24.5

1人 10.3

2人 42.9
3人 27.3

4人 3.8

5人以上 1.5
いない 14.2

－5－



⑤　家族構成

（SA）

⑥　熊本県での通算居住年数

（SA）

全体（ｎ=905）

全体（ｎ=927）

ひとり

暮らし

10.4

夫婦のみ 27.1

二世代世帯 40.0

三世代世帯 13.3

その他

9.2

1年未満 0.2

1年～3年未満 0.8

3年～5年未満 0.8 5年～10年未満

1.0

10年～15年未満

2.3

15年～20年未満

2.5

20年～30年未満

5.5

30年以上 86.9

－6－



⑦　居住地(地域別)

（SA）
全体（ｎ=881）

熊本市 39.3

宇城

6.8
玉名 9.3

鹿本 3.1

菊池 8.9

阿蘇 5.0

上益城 5.2

八代 7.2

芦北 3.3

球磨 5.4

天草

6.5

－7－



２．調査結果（グラフ）

（１）　健康について

問１－１

（SA）
ｎ=908

※上記（問1-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問１－２

(MA：あてはまるもの全て)
ｎ=672 M.T=216.2%

今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「健康のこと」について、どのように感じていま
すか。次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

不安である 27.1

少し不安である 47.5

どちらでもない 8.4

あまり不安ではない

12.3

不安ではない 4.7

2.7

44.3

22.8

43.3

4.6

23.2

48.2

27.1

0 10 20 30 40 50 60

その他

医療費のこと

在宅での療養に関すること

医療機関や介護施設に関すること

インフルエンザなどの感染症のこと

現在治療中の病気のこと

病気や介護の予防に関すること

食事や運動などの生活習慣に関すること

－8－



（１）　健康について

問２－１

（SA）
ｎ=898

※上記（問2-1）で「１」に回答された方のみお答えください。

問２－２

(MA：あてはまるもの全て)
ｎ=670 M.T=223.1%

県では、子どもから高齢者まで各ライフステージに応じた歯の健康づくりに力を入れています。歯周病
やむし歯などの歯の病気が、からだ全体の健康に悪影響を及ぼすことを知っていますか。
（１つだけに○）

具体的に、どのような病気・症状として表れるか知っていますか。（あてはまるもの全てに○）

3.0

39.0

7.6

17.0

23.3

17.3

27.9

9.0

24.3

22.5

32.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

その他

具体的には知らない

低体重児・早産

骨粗しょう症

肥満

認知症

心臓疾患

がん

誤嚥（ごえん）性肺炎

動脈硬化

糖尿病

知っている 76.1

知らない 23.9

－9－



（２）　生活について

問３－１

（SA）
ｎ=905

※上記（問3-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問３－２

(MA：あてはまるもの全て)
ｎ=663 M.T=225.2%

今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「生活のこと」について、どのように感じています
か。次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

不安である 29.0

少し不安である 44.7

どちらでもない 9.8

あまり不安ではない

12.5

不安ではない 4.0

2.0

14.2

4.7

20.4

63.2

8.0

34.2

38.2

40.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

防災や防犯に関すること

詐欺や悪質商法に関すること

お金や家などの財産の管理のこと

生活費のこと

友人や近所付き合いのこと

家族のこと（核家族化や関係の希薄化など）

仕事の継続や趣味、生きがいに関すること

食事や入浴、買い物など日常生活に関すること

－10－



（２）　生活について

問４

（SA）
ｎ=910

あなたはどのくらいの頻度で外出しますか。（１つだけに○）

毎日 59.7
２～３日に１

回 24.0

１週間に１回程度

11.6

ほとんど外出しない

4.7

－11－



（２）　生活について

問５－１

（SA）
ｎ=885

※上記（問5-1）で「１」に回答された方のみお答えください。

問５－２

(MA：あてはまるもの全て)
ｎ=195 M.T=178.6%

あなたは、外出時に不便を感じたことがありますか。または、何らかの理由（原因）により外出を控える
ことがありますか。（１つだけに○）

その原因の解消につながると考えられるものを、次の選択肢からお選びください。
（あてはまるもの全てに○）

ある 22.4

ない 77.6

11.8

9.2

54.9

42.6

22.1

23.6

14.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

その他

自宅における設備等の改善

公共交通機関における設備や対応の改善

道路や歩道等の移動環境の改善

施設や店舗における設備や対応の改善

利用可能な施設等（出かけたい場所）の情報

周囲の方々の理解や配慮の促進

－12－



（３）　老年期における様々な問題について

問６

（SA）
ｎ=914

問７

（SA）
ｎ=919

昨今、「終活※１」という言葉が様々な場面で取り上げられています。あなたは、「終活」について関心が
ありますか。（１つだけに○）

あなたは、ご自身の「終末期における医療や介護」の問題について、どのように感じていますか。次の
選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

関心があり、

既に準備している

5.0

関心があり、これから

準備しようと考えてい

る 13.6

関心はあるが、

準備はしていない

51.6

あまり関心

がない 21.9

聞いたことがない

（知らない） 7.9

不安である 31.1

少し不安である 39.9

どちらでもない 6.5

あまり不安ではない

8.9

不安ではない 5.0

わからない（考えたこ

とがない） 8.6

※1 「終活」

人生の最期をより良いものとするため事前準

備を行うこと。（例えば、葬儀や墓のことを事

前に決めておいたり、財産配分などについて自

分の思いをノートに書いておくといったものな

どがある。）

－13－



（３）　老年期における様々な問題について

問８

（SA）
ｎ=915

あなたは、「孤立死」の問題について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

不安である

18.4

少し不安である

28.5

どちらでもない 8.5

あまり不安ではない

18.8

不安ではない 10.9

わからない

（考えたことがない）

14.9

－14－



（３）　老年期における様々な問題について

問９－１

（SA）
ｎ=911

※（問9-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問９－２

(MA：あてはまるもの全て)
ｎ=223 M.T=150.3%

あなたは、ご自身の「お墓のこと」について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最も当てはまるものをお選びください。（１つだけに○）

具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

不安である 8.3

少し不安で

ある 16.6

どちらでもない 7.9

あまり不安ではない

15.9

不安ではない 41.8

わからない

（考えたことがない）

9.5

6.3

35.0

26.0

42.2

40.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

その他

自分の墓が決まっていないこと

場所のこと

人のこと

費用のこと

－15－



（３）　老年期における様々な問題について

※（問9-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問９－３

（SA）
ｎ=212
ｎ=212

※（問9-3）で「１」に回答された方のみお答えください。

問９－４

(MA：あてはまるもの全て)
ｎ=128 M.T=111.0%

そのような不安や心配などを相談できる人はいますか。また、相談する場所はありますか。（１つだけに
○）

それはどのような人（場所）ですか。（あてはまるもの全てに○）

いる（ある） 60.3

いない（ない） 25.5

わからない 14.2

5.5

3.1

1.6

4.7

96.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

その他

専門業者等

自治体や公的機関

地域の人

家族・親せき

－16－



（３）　老年期における様々な問題について

問１０

（SA）
ｎ=906

昨今、自然葬※１や記念碑型の合葬墓※２、また、生きた証としてプレート型の碑に名前を刻むといった新
たな形が現れています。あなたは、そのようなことに関心がありますか。（１つだけに○）

関心が

ある

12.5

少し関心がある 14.0

どちらでもない 13.5あまり関心がない

29.0

関心がない 31.0

※1 「自然葬」

石碑を建てた墓ではなく、自然の大きな循環

の中に回帰していこうとする葬送の方法の総

称。海や山などにパウダー状にしたご遺灰を還

す散骨、墓地として認許された墓域に還す葬法

の樹木葬など。

※2 「合葬墓」

一つのお墓に多くの遺骨を一緒に埋蔵する形

態の墓地。最近では、横浜市営墓地や東京都立

の霊園などに見られる墓地の形態のこと。
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３．集計表

１．調査回答者の属性

◆　基本項目

① 性別 （SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 男性 378 40.4% 41.0%

2 女性 544 58.2% 59.0%

3 無回答 13 1.4% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 922

② 年代別 （SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 40～49歳 178 19.0% 19.3%

2 50～59歳 214 22.9% 23.2%

3 60～69歳 241 25.8% 26.1%

4 70歳以上 291 31.1% 31.4%

5 無回答 11 1.2% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 924

③ 配偶者 （SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 いる 690 73.8% 75.5%

2 いない 224 24.0% 24.5%

3 無回答 21 2.2% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 914

④ お子様 （SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 1人 94 10.1% 10.3%

2 2人 394 42.2% 42.9%

3 3人 250 26.7% 27.3%

4 4人 35 3.7% 3.8%

5 5人以上 14 1.5% 1.5%

6 いない 130 13.9% 14.2%

7 無回答 18 1.9% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 917

「除無」・・無回答を除いた割合
「ＳＡ」・・単一回答
「ＭＡ」・・複数回答
「全体％」・・項目の回答者数÷回答対象者数合計
「除無％」・・項目の回答者数÷（回答対象者数合計－無回答の数）
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⑤ 家族構成 （SA）

No. 項　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 ひとり暮らし 94 10.1% 10.4%

2 夫婦のみ 245 26.2% 27.1%

3 二世代世帯 363 38.8% 40.0%

4 三世代世帯 120 12.8% 13.3%

5 その他 83 8.9% 9.2%

6 無回答 30 3.2% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 905

⑥ 熊本県での通算居住年数 （SA）

No. 項目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 1年未満 2 0.2% 0.2%

2 1年～3年未満 7 0.7% 0.8%

3 3年～5年未満 7 0.7% 0.8%

4 5年～10年未満 9 1.0% 1.0%

5 10年～15年未満 21 2.2% 2.3%

6 15年～20年未満 23 2.5% 2.5%

7 20年～30年未満 51 5.5% 5.5%

8 30年以上 807 86.3% 86.9%

9 無回答 8 0.9% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 927
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⑦ 居住地（市町村別） （SA）

No. 項　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 熊本市 347 37.7% 39.3%

2 宇土市 21 2.2% 2.4%

3 宇城市 31 3.3% 3.5%

4 美里町 8 0.9% 0.9%

5 荒尾市 29 3.1% 3.3%

6 玉名市 31 3.3% 3.5%

7 玉東町 3 0.3% 0.3%

8 和水町 6 0.6% 0.7%

9 南関町 6 0.6% 0.7%

10 長洲町 7 0.7% 0.8%

11 山鹿市 27 2.9% 3.1%

12 菊池市 24 2.6% 2.7%

13 合志市 26 2.8% 3.0%

14 大津市 12 1.3% 1.4%

15 菊陽町 16 1.7% 1.8%

16 阿蘇市 19 2.0% 2.2%

17 南小国町 4 0.4% 0.5%

18 小国町 4 0.4% 0.5%

19 産山村 1 0.1% 0.1%

20 高森町 4 0.4% 0.5%

21 南阿蘇村 7 0.7% 0.8%

22 西原村 5 0.5% 0.6%

23 御船町 8 0.9% 0.9%

24 嘉島町 4 0.4% 0.5%

25 益城町 17 1.8% 1.9%

26 甲佐町 7 0.7% 0.8%

27 山都町 10 1.1% 1.1%

28 八代市 57 6.1% 6.5%

29 氷川町 6 0.6% 0.7%

30 水俣市 15 1.6% 1.7%

31 芦北町 11 1.2% 1.2%

32 津奈木町 3 0.3% 0.3%

33 人吉市 18 1.9% 2.0%

34 錦町 6 0.6% 0.7%

35 あさぎり町 8 0.9% 0.9%

36 多良木町 4 0.4% 0.5%

37 湯前町 2 0.2% 0.2%

38 水上村 2 0.2% 0.2%

39 相良村 2 0.2% 0.2%

40 五木村 1 0.1% 0.1%

41 山江村 2 0.2% 0.2%

42 球磨市 3 0.3% 0.3%

43 天草市 34 3.6% 3.9%

44 上天草町 17 1.8% 1.9%

45 苓北町 6 0.6% 0.7%

46 無回答 54 5.8% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 881
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⑦ 居住地（市町村別） （SA）

No. 項　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 熊本市 347 37.2% 39.3%

2 宇城 60 6.4% 6.8%

3 玉名 82 8.8% 9.3%

4 鹿本 27 2.9% 3.1%

5 菊池 78 8.3% 8.9%

6 阿蘇 44 4.7% 5.0%

7 上益城 46 4.9% 5.2%

8 八代 63 6.7% 7.2%

9 芦北 29 3.1% 3.3%

10 球磨 48 5.1% 5.4%

11 天草 57 6.1% 6.5%

12 無回答 54 5.8% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 881
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２．調査結果

健康について

問１－１

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 不安である 246 26.3% 27.1%

2 少し不安である 431 46.1% 47.5%

3 どちらでもない 76 8.1% 8.4%

4 あまり不安ではない 112 12.0% 12.3%

5 不安ではない 43 4.6% 4.7%

6 無回答 27 2.9% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 908

※上記（問1-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問１－２

(MA：あてはまるもの全て)

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 食事や運動などの生活習慣に関すること 182 26.9% 27.1%

2 病気や介護の予防に関すること 324 47.9% 48.2%

3 現在治療中の病気のこと 156 23.0% 23.2%

4 インフルエンザなどの感染症のこと 31 4.6% 4.6%

5 医療機関や介護施設に関すること 291 43.0% 43.3%

6 在宅での療養に関すること 153 22.6% 22.8%

7 医療費のこと 298 44.0% 44.3%

8 その他 18 2.7% 2.7%

9 無回答 5 0.7% -

全体（回答対象者数） 677 215.4% 216.2%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 672

今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「健康のこと」について、どのように感じ
ていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）
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問２－１

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 知っている 683 73.0% 76.1%

2 知らない 215 23.0% 23.9%

3 無回答 37 4.0% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 898

※上記（問2-1）で「１」に回答された方のみお答えください。

問２－２

(MA：あてはまるもの全て)

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 糖尿病 216 31.6% 32.2%

2 動脈硬化 151 22.1% 22.5%

3 誤嚥（ごえん）性肺炎 163 23.9% 24.3%

4 がん 60 8.8% 9.0%

5 心臓疾患 187 27.4% 27.9%

6 認知症 116 17.0% 17.3%

7 肥満 156 22.8% 23.3%

8 骨粗しょう症 114 16.7% 17.0%

9 低体重児・早産 51 7.5% 7.6%

10 具体的には知らない 261 38.2% 39.0%

11 その他 20 2.9% 3.0%

12 無回答 13 1.9% -

全体（回答対象者数） 683 220.8% 223.1%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 670

県では、子どもから高齢者まで各ライフステージに応じた歯の健康づくりに力を入れています。
歯周病やむし歯などの歯の病気が、からだ全体の健康に悪影響を及ぼすことを知っています
か。 （１つだけに○）

具体的に、どのような病気・症状として表れるか知っていますか。（あてはまるもの全てに○）
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生活について

問３－１

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 不安である 262 28.0% 29.0%

2 少し不安である 405 43.3% 44.7%

3 どちらでもない 89 9.5% 9.8%

4 あまり不安ではない 113 12.1% 12.5%

5 不安ではない 36 3.9% 4.0%

6 無回答 30 3.2% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 905

※上記（問3-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問３－２

(MA：あてはまるもの全て)

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 食事や入浴、買い物など日常生活に関すること 267 40.0% 40.3%

2 仕事の継続や趣味、生きがいに関すること 253 37.9% 38.2%

3 家族のこと（核家族化や関係の希薄化など） 227 34.0% 34.2%

4 友人や近所付き合いのこと 53 7.9% 8.0%

5 生活費のこと 419 62.8% 63.2%

6 お金や家などの財産の管理のこと 135 20.2% 20.4%

7 詐欺や悪質商法に関すること 31 4.6% 4.7%

8 防災や防犯に関すること 94 14.1% 14.2%

9 その他 13 1.9% 2.0%

10 無回答 4 0.6% -

全体（回答対象者数） 667 224.0% 225.2%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 663

今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「生活のこと」について、どのように感じていま
すか。次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）
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問４

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 毎日 543 58.1% 59.7%

2 ２～３日に１回 218 23.3% 24.0%

3 １週間に１回程度 106 11.3% 11.6%

4 ほとんど外出しない 43 4.6% 4.7%

5 無回答 25 2.7% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 910

問５－１

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 ある 198 21.2% 22.4%

2 ない 687 73.5% 77.6%

3 無回答 50 5.3% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 885

※上記（問5-1）で「１」に回答された方のみお答えください。

問５－２

(MA：あてはまるもの全て)

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 周囲の方々の理解や配慮の促進 28 14.1% 14.4%

2 利用可能な施設等（出かけたい場所）の情報 46 23.2% 23.6%

3 施設や店舗における設備や対応の改善 43 21.7% 22.1%

4 道路や歩道等の移動環境の改善 83 41.9% 42.6%

5 公共交通機関における設備や対応の改善 107 54.0% 54.9%

6 自宅における設備等の改善 18 9.1% 9.2%

7 その他 23 11.6% 11.8%

8 無回答 3 1.5% -

全体（回答対象者数） 198 177.1% 178.6%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 195

あなたはどのくらいの頻度で外出しますか。（１つだけに○）

あなたは、外出時に不便を感じたことがありますか。
または、何らかの理由（原因）により外出を控えることがありますか。（１つだけに○）

その原因の解消につながると考えられるものを、次の選択肢からお選びください。（あてはまるもの
全てに○）
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老年期における様々な問題について

問６

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 関心があり、既に準備している 46 4.9% 5.0%

2 関心があり、これから準備しようと考えている 124 13.3% 13.6%

3 関心はあるが、準備はしていない 472 50.5% 51.6%

4 あまり関心がない 200 21.4% 21.9%

5 聞いたことがない（知らない） 72 7.7% 7.9%

6 無回答 21 2.2% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 914

問７

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 不安である 286 30.6% 31.1%

2 少し不安である 366 39.2% 39.9%

3 どちらでもない 60 6.4% 6.5%

4 あまり不安ではない 82 8.8% 8.9%

5 不安ではない 46 4.9% 5.0%

6 わからない（考えたことがない） 79 8.4% 8.6%

7 無回答 16 1.7% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 919

問８

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 不安である 168 18.0% 18.4%

2 少し不安である 261 28.0% 28.5%

3 どちらでもない 78 8.3% 8.5%

4 あまり不安ではない 172 18.4% 18.8%

5 不安ではない 100 10.7% 10.9%

6 わからない（考えたことがない） 136 14.5% 14.9%

7 無回答 20 2.1% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 915

昨今、「終活※１」という言葉が様々な場面で取り上げられています。あなたは、「終活」について関
心がありますか。（１つだけに○）

あなたは、ご自身の「終末期における医療や介護 」の問題について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

あなたは、「孤立死」の問題について、どのように感じていますか。次の選択肢の中から最もあては
まるものをお選びください。（１つだけに○）

※1 「終活」
　　 人生の最期をより良いものとするため事前準備を行うこと。（例えば、葬儀や墓のことを事前に決めておい
たり、財産配分などについて自分の思いをノートに書いておくといったものなどがある。）
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問９－１

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 不安である 76 8.1% 8.3%

2 少し不安である 151 16.1% 16.6%

3 どちらでもない 72 7.7% 7.9%

4 あまり不安ではない 145 15.5% 15.9%

5 不安ではない 380 40.7% 41.8%

6 わからない（考えたことがない） 87 9.3% 9.5%

7 無回答 24 2.6% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 911

※（問9-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問９－２

(MA：あてはまるもの全て)

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 費用のこと 91 40.1% 40.8%

2 人のこと 94 41.4% 42.2%

3 場所のこと 58 25.6% 26.0%

4 自分の墓が決まっていないこと 78 34.4% 35.0%

5 その他 14 6.2% 6.3%

6 無回答 4 1.8% -

全体（回答対象者数） 227 149.5% 150.3%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 223

※（問9-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

問９－３

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 いる（ある） 128 56.4% 60.3%

2 いない（ない） 54 23.8% 25.5%

3 わからない 30 13.2% 14.2%

4 無回答 15 6.6% -

全体（回答対象者数） 227 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 212

※（問9-3）で「１」に回答された方のみお答えください。

問９－４

(MA：あてはまるもの全て)

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 家族・親せき 123 96.1% 96.1%

2 地域の人 6 4.7% 4.7%

3 自治体や公的機関 2 1.6% 1.6%

4 専門業者等 4 3.1% 3.1%

5 その他 7 5.5% 5.5%

6 無回答 0 0.0% -

全体（回答対象者数） 128 111.0% 111.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 128

あなたは、ご自身の「お墓のこと」について、どのように感じていますか。次の選択肢の中から最も
当てはまるものをお選びください。（１つだけに○）

具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

そのような不安や心配などを相談できる人はいますか。また、相談する場所はありますか。（１つだ
けに○）

それはどのような人（場所）ですか。（あてはまるもの全てに○）
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問１０

（SA）

No. 項　　目 回答者（人） 全体　％ 除無　％

1 関心がある 113 12.1% 12.5%

2 少し関心がある 127 13.6% 14.0%

3 どちらでもない 122 13.0% 13.5%

4 あまり関心がない 263 28.1% 29.0%

5 関心がない 281 30.1% 31.0%

6 無回答 29 3.1% -

全体（回答対象者数） 935 100.0% 100.0%

ｎ＝（回答対象者数－無回答者数） 906

昨今、自然葬※１や記念碑型の合葬墓※２、また、生きた証としてプレート型の碑に名前を刻むといっ
た新たな形が現れています。あなたは、そのようなことに関心がありますか。（１つだけに○）

※1「自然葬」
　　石碑を建てた墓ではなく、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法の総称。海や山　な
どにパウダー状にしたご遺灰を還す散骨、墓地として認許された墓域に還す葬法の樹木葬など。

※2「合葬墓」
　　一つのお墓に多くの遺骨を一緒に埋蔵する形態の墓地。最近では、横浜市営墓地や東京都立の霊園な
どに見られる墓地の形態のこと。

－28－



 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 調査票 ＞ 
 

－29－



県 民 ア ン ケ ー ト 調 査
（長寿を楽しむ社会に向けた県民意識調査）

～ 県民アンケート調査へのご協力のお願い ～

県民の皆様には、日頃から、県政の推進にご理解、ご協力をいただき心からお礼を
申し上げます。
本県では、今後の取組みの基本方針である「幸せ実感くまもと４カ年戦略」を昨年
６月に策定しました。その戦略の一つとして「長寿を楽しむ」を掲げ、高齢者がいつ
までも安心して暮らせる社会の実現を目指しています。
その中で、全国でも有数の長寿県である本県の実情を踏まえ、高齢者の健康づくり
や医療・介護に必要な体制づくりなどの高齢者施策を更に進めることとしております。
一方、昨今の少子高齢社会の進展や家族形態の変化などから、これまでにない将来
への不安を抱える方々も増えてきています。特に、終末期における医療や介護のあり
方、高齢者の孤立死や墓地の承継者不在による無縁墓地化などが社会問題化しており、
そのような老年期における様々な問題に対する不安の解消に向けても、今後、検討し
ていく必要があると考えています。
このアンケート調査は、このような課題に対する県民の皆様のご意見をお聞きし、
今後の取組みの参考にさせていただくものです 。
調査対象者の選定にあたりましては、各市町村に協力をいただき、県内にお住まい
の４０歳以上の方々の中から、１，５００名を無作為に選ばせていただきました。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

平成２５年１月
熊本県知事 蒲 島 郁 夫

＜ 調査票へのご記入にあたって ＞

○ アンケートへの回答は、封筒のあて名の方ご本人でお願いします。
（ご本人でのご記入が困難な場合は、代筆でもかまいません。）

○ 回答は、黒の鉛筆又はボールペンなどで、この調査票に直接記入してください。

○ 内容がわからない質問や、回答したくない質問には、回答されなくてもかまいません。
（回答していないところがあっても、そのまま返送してください。）

○ 記入が終わったら、調査票を二つ折りにして、同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らずに
平成２５年１月３１日（木）までに 郵便ポストに投函してください。

○ ご回答いただいた内容は、無記名のまま集計、分析し、回答者個人を特定する情報はわ
からない仕組みになっています。

■ お問い合わせ先 か わ の あ べ

熊本県企画振興部企画課（企画政策班） 担当：河野、安倍

電 話 ０９６－３３３－２０１９（直通）
ファックス ０９６－３８２－４０６６
電子メール ｋｉｋａｋｕ＠ｐｒｅｆ．ｋｕｍａｍｏｔｏ．ｌｇ．ｊｐ



（問１－１）
今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「健康のこと」に
ついて、どのように感じていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるもの
をお選びください。（１つだけに○）

（問１－１）
今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「健康のこと」に
ついて、どのように感じていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるもの
をお選びください。（１つだけに○）

健康について

１ 知っている（問2-2へ） ２ 知らない

１ 食事や運動などの生活習慣に関すること

２ 病気や介護の予防に関すること

３ 現在治療中の病気のこと

４ インフルエンザなどの感染症のこと

５ 医療機関や介護施設に関すること

６ 在宅での療養に関すること

７ 医療費のこと

８ その他（ ）

（問１－２）
具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

（問１－２）
具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

※上記（問1-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

１ 不安である （問1-2へ） ２ 少し不安である（問1-2へ）

３ どちらでもない ４ あまり不安ではない

５ 不安ではない

（問２－２）
具体的に、どのような病気・症状として表れるか知っていますか。
（あてはまるもの全てに○）

（問２－２）
具体的に、どのような病気・症状として表れるか知っていますか。
（あてはまるもの全てに○）

※上記（問2-1）で「１」に回答された方のみお答えください。

１ 糖尿病 ２ 動脈硬化 ３ 誤嚥(ごえん)性肺炎

４ がん ５ 心臓疾患 ６ 認知症

７ 肥満 ８ 骨粗しょう症 ９ 低体重児・早産

10  具体的には知らない 11  その他（ ）

－ １－

（問２－１）
県では、子どもから高齢者まで各ライフステージに応じた歯の健康づくり
に力を入れています。
歯周病やむし歯などの歯の病気が、からだ全体の健康に悪影響を及ぼすこ
とを知っていますか。 （１つだけに○）

（問２－１）
県では、子どもから高齢者まで各ライフステージに応じた歯の健康づくり
に力を入れています。
歯周病やむし歯などの歯の病気が、からだ全体の健康に悪影響を及ぼすこ
とを知っていますか。 （１つだけに○）



生活について

（問３－１）
今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「生活のこと」に
ついて、どのように感じていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるもの
をお選びください。（１つだけに○）

（問３－１）
今後（将来）あなたが「長寿を楽しむ」ために、ご自身の「生活のこと」に
ついて、どのように感じていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるもの
をお選びください。（１つだけに○）

１ 食事や入浴、買い物など日常生活に関すること

２ 仕事の継続や趣味、生きがいに関すること

３ 家族のこと（核家族化や関係の希薄化など）

４ 友人や近所付き合いのこと

５ 生活費のこと

６ お金や家などの財産の管理のこと

７ 詐欺や悪質商法に関すること

８ 防災や防犯に関すること

９ その他（ ）

（問３－２）
具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

（問３－２）
具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

※上記（問3-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

１ 不安である （問3-2へ） ２ 少し不安である（問3-2へ）

３ どちらでもない ４ あまり不安ではない

５ 不安ではない

－ ２－



（問５－１）
あなたは、外出時に不便を感じたことがありますか。
または、何らかの理由（原因）により外出を控えることがありますか。
（１つだけに○）

（問５－１）
あなたは、外出時に不便を感じたことがありますか。
または、何らかの理由（原因）により外出を控えることがありますか。
（１つだけに○）

１ ある（問5-2へ） ２ ない

（問５－２）
その原因の解消につながると考えられるものを、次の選択肢からお選
びください。（あてはまるもの全てに○）

（問５－２）
その原因の解消につながると考えられるものを、次の選択肢からお選
びください。（あてはまるもの全てに○）

１ 周囲の方々の理解や配慮の促進

２ 利用可能な施設等（出かけたい場所）の情報

３ 施設や店舗における設備や対応の改善

４ 道路や歩道等の移動環境の改善

５ 公共交通機関における設備や対応の改善

６ 自宅における設備等の改善

７ その他（ ）

※上記（問5-1）で「１」に回答された方のみお答えください。

生活について（続き）

１ 毎日 ２ ２～３日に１回

３ １週間に１回程度 ４ ほとんど外出しない

（問４）
あなたはどのくらいの頻度で外出しますか。（１つだけに○）

（問４）
あなたはどのくらいの頻度で外出しますか。（１つだけに○）

－ ３－



老年期における様々な問題について

終末期における医療や介護、財産の管理、さらには高齢者の孤立死や墓地の承継者不在に
よる無縁墓地化など、老年期における様々な問題が最近様々な場面で取り上げられています。
それらの問題に対する不安の解消に向けた取組みの参考とさせていただくため、以下の設問
にお答えください。

（問６）
昨今、「終活※1」という言葉が様々な場面で取り上げられています。
あなたは、「終活」について関心がありますか。（１つだけに○）

（問６）
昨今、「終活※1」という言葉が様々な場面で取り上げられています。
あなたは、「終活」について関心がありますか。（１つだけに○）

※1 「終活」
人生の最期をより良いものとするため事前準備を行うこと。（例えば、葬儀や墓のことを事前に決め

ておいたり、財産配分などについて自分の思いをノートに書いておくといったものなどがある。）

１ 関心があり、既に準備している

２ 関心があり、これから準備しようと考えている

３ 関心はあるが、準備はしていない

４ あまり関心がない

５ 聞いたことがない（知らない）

（問７）
あなたは、ご自身の「終末期における医療や介護 」の問題について、どの
ように感じていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びく
ださい。（１つだけに○）

（問７）
あなたは、ご自身の「終末期における医療や介護 」の問題について、どの
ように感じていますか。次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びく
ださい。（１つだけに○）

１ 不安である ２ 少し不安である

３ どちらでもない ４ あまり不安ではない

５ 不安ではない ６ わからない（考えたことがない）

－ ４－

（問８）
あなたは、「孤立死」の問題について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

（問８）
あなたは、「孤立死」の問題について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最もあてはまるものをお選びください。（１つだけに○）

１ 不安である ２ 少し不安である

３ どちらでもない ４ あまり不安ではない

５ 不安ではない ６ わからない（考えたことがない）



（問９－３）
そのような不安や心配などを相談できる人はいますか。
また、相談する場所はありますか。（１つだけに○）

（問９－３）
そのような不安や心配などを相談できる人はいますか。
また、相談する場所はありますか。（１つだけに○）

（問９－２）
具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

（問９－２）
具体的にどのような不安を感じていますか。（あてはまるもの全てに○）

１ いる（ある）(問9-4へ） ２ いない（ない） ３ わからない

※（問9-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

老年期における様々な問題について（続き）

１ 不安である（問9-2 問9-3へ） ２ 少し不安である（問9-2 問9-3へ）

３ どちらでもない ４ あまり不安ではない

５ 不安ではない ６ わからない（考えたことがない）

※（問9-1）で「１」「２」に回答された方のみお答えください。

－ ５－

（問９－１）
あなたは、ご自身の「お墓のこと」について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最も当てはまるものをお選びください。（１つだけに○）

（問９－１）
あなたは、ご自身の「お墓のこと」について、どのように感じていますか。
次の選択肢の中から最も当てはまるものをお選びください。（１つだけに○）

１ 費用のこと（お墓の設置・管理に関する費用など）

２ 人のこと（お墓の維持管理の負担を家族にかけたくないなど）

３ 場所のこと（お墓の場所と居住地が遠いなど）

４ 自分の墓が決まっていないこと

５ その他（ ）

（問９－４）
それはどのような人（場所）ですか。（あてはまるもの全てに○）

（問９－４）
それはどのような人（場所）ですか。（あてはまるもの全てに○）

１ 家族・親せき

２ 地域の人

３ 自治体や公的機関

４ 専門業者等

５ その他（ ）

※（問9-3）で「１」に回答された方のみお答えください。



老年期における様々な問題について（続き）

－ ６－

（問１０）
昨今、自然葬※1や記念碑型の合葬墓※2、また、生きた証としてプレート型

の碑に名前を刻むといった新たな形が現れています。
あなたは、そのようなことに関心がありますか。（１つだけに○）

（問１０）
昨今、自然葬※1や記念碑型の合葬墓※2、また、生きた証としてプレート型

の碑に名前を刻むといった新たな形が現れています。
あなたは、そのようなことに関心がありますか。（１つだけに○）

１ 関心がある ２ 少し関心がある

３ どちらでもない ４ あまり関心がない

５ 関心がない

※1「自然葬」
石碑を建てた墓ではなく、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法の総称。海や山
などにパウダー状にしたご遺灰を還す散骨、墓地として認許された墓域に還す葬法の樹木葬など。

※2「合葬墓」
一つのお墓に多くの遺骨を一緒に埋蔵する形態の墓地。最近では、横浜市営墓地や東京都立の霊園な

どに見られる墓地の形態のこと。



基 本 項 目

最後に、あなたご自身のことについてお尋ねします。

１ 性別

１ 男 性 ２ 女 性

２ 年齢

１ ４０～４９歳 ２ ５０～５９歳 ３ ６０～６９歳 ４ ７０歳以上

３ 配偶者

１ いる ２ いない

４ お子様

１ １人 ２ ２人 ３ ３人 ４ ４人 ５ ５人以上

６ いない

５ 家族構成

１ ひとり暮らし

２ 夫婦のみ

３ 二世代世帯（本人＜夫婦を含む＞と子ども、本人＜夫婦を含む＞と親など）

４ 三世代世帯（本人と子どもと孫、親と本人と子ども、祖父母と親と本人など）

５ その他

６ あなたは、熊本県に通算何年くらいお住まいですか。次のうちあてはまるものに○
をつけてください。

１ １年未満 ２ １年～ ３年未満 ３ ３年～ ５年未満

４ ５年～１０年未満 ５ １０年～１５年未満 ６ １５年～２０年未満

７ ２０年～３０年未満 ８ ３０年以上

－ ７－



７ あなたのお住まいはどちらですか。あてはまる市町村の番号に○をつけてください。

熊 本 １ 熊  本  市  

芦 北 

30 水  俣  市 

31 芦  北  町 
32 津 奈 木 町 

宇 城 

２ 宇  土  市 

３ 宇  城  市 

４ 美  里  町 
阿 蘇

16 阿  蘇  市 
17 南 小 国 町 
18 小  国  町 
19 産  山  村 
20 高  森  町 
21 南 阿 蘇 村 
22 西  原  村 

玉 名 

５ 荒  尾  市 

６ 玉  名  市 

７ 玉  東  町 

８ 和  水  町 

９ 南  関  町 

10 長  洲  町 

鹿 本 11 山  鹿  市 

上益城 

23 御  船  町 

24 嘉  島  町 

25 益  城  町 
26 甲  佐  町 
27 山  都  町 

   

球 磨 

 

33 人 吉 市 
34 錦   町 
35 あさぎり町 
36 多 良 木 町 
37 湯 前 町 
38 水 上 村 
39 相 良 村 
40 五 木 村 
41 山 江 村 
42 球 磨 村 

菊 池 

12 菊  池  市 
13 合  志  市 
14 大  津  町 
15 菊  陽  町 

八 代 
28 八  代  市 

29 氷  川  町 
天 草 

43 天 草 市 

44 上 天 草 市 
45 苓 北 町 

 

－ ８－

ご意見

今後、「長寿を楽しむ」ために、どのようなことが必要、または重要だとお考えですか。
あなたのお考えをお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。



ｗ 


