
１．調査目的

２．合葬墓とは

３．調査方法

（１） 対 象 者 町内在住の満20歳以上の世帯主1,000名

（２） 抽 出 方 法 住民基本台帳から無作為抽出

（３） 調 査 方 法 アンケート調査票を郵送し、同封した返信用封筒により

郵送回収

（４） 調 査 期 間 令和3年11月1日から令和3年11月22日まで（22日間）

（５） 回 収 数 408件（回収率 40.8％）

町営「合葬墓」に関するアンケート調査結果について

　少子高齢化、核家族化などの社会情勢の変化に伴う多様な埋葬形式や管理のあり方な
ど、お墓のニーズが変化しています。

　また、子どもたちが町を離れることで、所有するお墓の承継や維持管理を不安視する
声も聞かれます。

　このような背景から、お墓の承継を必要とせず、共同で利用する合葬墓への関心が高
まっていることから、合葬墓の設置に関する住民の意向を把握し、検討を進めるための
基礎資料とするためアンケート調査を行いましたので、その結果をお知らせします。

　１つのお墓に血縁や宗教に関わらず、多くの方々の遺骨を埋葬する新しい形のお墓で
す。

　また、将来、誰がお墓の管理をするのかといった承継の心配や、無縁墓として放置さ
れる心配はなくなります。



４．調査結果（単純集計（設問毎の回答数及び構成比）

問1（1）性別

回答 回答数 構成比

男性 232 56.9%

女性 172 42.2%

未回答 4 1.0%

計 408 100.0%

問1（2）年齢

回答 回答数 構成比

20歳代 8 2.0%

30歳代 24 5.9%

40歳代 49 12.0%

50歳代 72 17.6%

60歳代 77 18.9%

70歳代以上 175 42.9%

未回答 3 0.7%

計 408 100.0%

問1（3）世帯構成

回答 回答数 構成比

単身世帯
（一人暮らし） 133 32.6%

一世代世帯
（夫婦のみ） 124 30.4%

二世代世帯
（親と子） 121 29.7%

三世代世帯
（親と子と孫） 11 2.7%

兄弟姉妹世帯 9 2.2%

その他 2 0.5%

未回答 8 2.0%

計 408 100.0%

〔その他の回答内容〕

・回答なし

・祖母と二人暮らし
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問2　現在、お墓を持っていますか

回答 回答数 構成比

持っている 260 63.7%

持っていない 146 35.8%

未回答 2 0.5%

計 408 100.0%

問3　問2で「持っている」とお答えした方にお聞きします。

　（1）管理しているお墓の種類は何ですか（複数回答可）

回答 回答数 構成比

町内墓地 181 63.5%

町内のお寺などの納骨堂 47 16.5%

町外の墓地や納骨堂 50 17.5%

その他 2 0.7%

未回答 5 1.8%

計 285 100.0%

〔その他の回答内容〕

・町外の合葬墓

・道外の墓地

問3（2）管理しているお墓や納骨堂の使用権を代々引き継いでいくことに

　　　　不安はありますか

回答 回答数 構成比

ある 171 65.8%

ない 85 32.7%

未回答 4 1.5%

計 260 100.0%
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問3（3）将来、墓じまいをお考えになったことはありますか

回答 回答数 構成比

ある 123 47.3%

ない 128 49.2%

未回答 9 3.5%

計 260 100.0%

問3（4）（3）であるとお答えした方にお聞きします。

　　　墓じまいをお考えになった理由は何ですか（一つのみ）
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【その他の回答内容】

・子どもに大変な思いをさせたくない

・子どもが遠くに住んでいる

・子どもに迷惑をかけたくない。

今後、子どもと相談。

・継承者が近くに住むとは限らないので



問4　問2で「持っていない」とお答えした方にお聞きします。

　　（1）将来、お墓、納骨堂、合葬墓の使用を考えていますか（一つのみ）

回答 回答数 構成比

お墓の使用を考えている 18 12.2%

納骨堂の使用を考えている 28 18.9%

合葬墓の使用を考えている 30 20.3%

どれも使用する考えはない 17 11.5%

わからない 44 29.7%

未回答 11 7.4%

計 148 100.0%

問4（2）自分がお墓や納骨堂の使用権を引き継ぐことになったとき、引き受けますか

回答 回答数 構成比

引き受ける 42 28.4%

引き受けない 32 21.6%

わからない 64 43.2%

未回答 10 6.8%

計 148 100.0%

問5　問4（2）で「引き受ける」とお答えになった方にお聞きします

　 引き受けたお墓や納骨堂の使用権を代々引き継いでいくことに不安はありますか

回答 回答数 構成比

ある 24 57.1%

ない 16 38.1%

未回答 2 4.8%

計 42 100.0%
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問6　あなたは、多くの町民が共同で利用する「合葬墓」について本町に

　 必要だと思いますか

回答 回答数 構成比

必要だと思う 276 67.6%

必要ないと思う 37 9.1%

わからない 85 20.8%

未回答 10 2.5%

計 408 100.0%

問7　問6で「必要だと思う」とお答えした方にお聞きします

　 （1）必要だと思う理由はなんですか（2つまで）

町内にお墓があり、そこに納めている遺骨を移したい

町外にお墓があり、そこに納めている遺骨を移したい

所有している遺骨を埋葬するお墓がない

その他

未回答

計
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〔その他の回答内容〕（複数回答有）

・家族がいない人も中にはいるから。

・単身の兄妹がいて引き継ぐ人がいない。

・身内、墓参りする人がいない人は、みんなの遺骨と一緒でさみしくないと思う。

・少子化のなかで引き継ぐことができないお墓が今後も増え続けるから。

・子どもがいなから。

・自分たちのことに限らず、一人暮らしや周りに頼る人がいない人って必ずいる。

　その人たちが不安になることがないようになると良いと思う。

・現在、帰厚院に合葬墓があり、いずれ両親のはその場所へ自分の時はと考える。

・引き継ぎの子供がいない場合は必要

・自分や家族は必要ないが、自分の兄弟が独居だった場合等は必要なのかと思う。

・一般的には必要である

・子どもが引き継ぐ気があるか、一人っ子のため又孫も一人。先のことを考える

　とどうなるかわからない。

・子どもたちが札幌、道外に住んでいて管理ができない。

・お墓を建てたくても金銭的な理由等で建てることができない人々のためには

　必要だと思う。

・子どもがいなく、後に不安があるから。

・最寄りに家族などがいない人の為に必要だと思う。

・朽ちた墓等をみると必要性を感じる。

・町内墓地の整理ができる。

・以前に合葬墓に移し安心して生活できているから

・無縁仏にならないから

・今は一人で生きている人がいっぱいいる。

　ぜひとも、急いで合同葬をつくってほしい。



問7（2）「合葬墓」に求める要素は何ですか（3つまで）

回答 回答数 構成比

使用料が安いこと 190 29.5%

周辺の見晴らしなどの雰囲気や環境がよいこと 72 11.2%

お参りする人以外も集まれるような施設であること 55 8.6%

あまり華やかではない簡素な施設であること 68 10.6%

従来のお墓の形にとらわれないシンボル性のある施設であること 64 10.0%

施設等の管理及び整備状態が常に良好な状態に保たれていること 176 27.4%

その他 12 1.9%

未回答 6 0.9%

計 643 100.0%

〔その他の回答内容〕（複数回答有）

・いつでも気軽にお墓参りできること。

・プラバシーが保たれること。

・無宗教。
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問8　問6で「必要ない」とお答えした方にお聞きします

　　　必要でないと思う理由は何ですか（複数回答可）

回答 回答数 構成比

親類以外の複数の方と共同で使用するお墓に納骨することや納骨されることに抵抗がある 24 39.3%

親類以外の複数の方の遺骨が埋蔵されているお墓にお参りすることに抵抗がある 15 24.6%

参拝する場所が共同になり、そこでお参りするのに抵抗がある 13 21.3%

その他 7 11.5%

未回答 2 3.3%

計 61 100.0%

〔その他の回答内容〕（複数回答有）

・今の墓が合葬墓になっている。

・町がどこまで管理できるか不安。

・個々に用意するものだと思う。

・墓くらい親類でなんとかすべきでは。

・それなりの対応がある。

・過疎化が進んでいる岩内町では合葬墓に納骨して終わりで、お参りなんかないのでは。

・不便な地域だからお墓参りが難しくなると思う
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問9　本町に合葬墓ができるとしたら、使用料金はどれくらいが妥当だとお考えですか

　 ※使用料金は、使用許可時に一度納入して頂くものです

回答 回答数 構成比

1万円以内 111 27.2%

3万円以内 108 26.5%

5万円以内 64 15.7%

10万円以内 50 12.3%

10万円以上 18 4.4%

未回答 57 14.0%

計 408 100.0%

問10　本町に合葬墓があれば、利用したいと思いますか

回答 回答数 構成比

利用したい 146 35.8%

利用したくない 58 14.2%

わからない 174 42.6%

未回答 30 7.4%

計 408 100.0%
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意見区分 記載内容

合葬墓の可否について
　お寺に関係のない施設はあった方が良い。管理が誰がするか？が
問題だが？宗教にとらわれない無宗教の施設が良いと思う。

　合葬墓は必ず必要になるので準備をしてほしい。

　個人でお墓を持つと、後が途絶えると朽ち果てていくのが、目に
見えているので町での合葬墓を望みます。

　待ち望む方も多いと思うのでぜひ実現して下さい。

　自分もいつまで生きているかわからない。
　子どもとお墓のことで話したことはないが、合葬墓があれば将来
はそこに入れてもらったら、離れてしまった子どもたちも管理しな
くても良いので、負担もかからず安心できるのではと思います。
　岩内に在住していたがご主人が亡くなり、引っ越す際にお骨はお
寺に預けて年に数回遠くから来ているが、もし合葬墓に入れてもら
えるなら大変うれしいし、自分も入りたいと思っている私の友もい
ます。

　墓じまいを考えていました。町で合葬墓を作って頂けましたら安
心していられます。

　私たちは子供がありませんが、いたとしても岩内や近くにいるこ
とができない今の場合は、お墓参りも管理もすべてできなくなると
思います。
　これからはお寺も管理していけない時代がくると思うので、町で
合同墓があればいいと思います。

　現在は元気にしていますが、先を考えますと地元にいるのは私一
人で、岩内に戻る兄達もいませんので、今から少しずつ断捨離をし
ています。
　お寺の方も考えている状態。私は合葬墓でも作っていただけれ
ば、今からでも少し安心して暮らせると思います。

　合葬墓早く作って下さい。

　墓まで町営で運営する必要性がわからない。町の予算にそれほど
余裕があるのですか？

　選択肢が多い方がよいです。

　今は自分の家に墓があるけど、将来、子どもたちが墓じまいした
い環境になった場合、合葬墓に移動できれば、ありがたい事だと思
う。

　合葬墓大変良いと思います。親友と一緒、みんな一緒、すごく良
いと思います。

問11　墓地のあり方に関するご意見や、合葬墓に関してのご感想、ご意見がございましたら、
　　ご自由にお書きください。



　身内が遠いので是非合葬墓はお願いしたい。

　是非、合葬墓完成して下さい。

　死んでからお金はかけたくないので、合葬墓の考えは良いと思
う。

　宗教観の変化から、従来とは違う墓の考えも柔軟に考えていく時
代にいなっていくのではと考えています。

　子ども・孫に負担がかかるようなら利用したいが、合葬墓に抵抗
もあります。
　岩内墓地の空き状況によっては合葬墓に将来の選択肢の一つとし
て考えても良いのかなと思います。

　子どもたちがみな、他の町に住んでいるので共同墓地ができれば
いいなと思います。

　合葬墓の早急な建設を望みます

　合葬墓を作ってほしいです。早急に進めてほしいです。
安心して住める町作りに税金を使ってほしい。

　合葬は将来とても大切な事案だと思うので、ぜひ進めていただき
たい。
　金銭的な問題でお墓に入れない方もいることもあり、これがあれ
ば安心できます。

　合葬墓があったら、納骨堂を購入しませんでした。
　購入後もこれからのことを考えると合葬墓は必要と考えていま
す。

　今後のあり方として合葬墓は必要だと思います。
　宗教などにとらわれない形、人も少なくなっておりお参りもまま
ならない日々です。設置が決まれば安心して墓じまいできます。

　私は80歳です。早く合葬墓を作って下さい。お願いします。

　とてもよいアンケートです。子どもや孫に迷惑をかけたくない。
よろしくお願いします。

　現在は引き継ぐものがいるが、将来のことを考えると合葬墓は必
ず必要になると思います。

　今日まで岩内町内にも合葬墓があるんだとばかり思っていまし
た。
　跡取りがいないため２つある町内のお墓を墓じまいしますので、
合葬墓に大賛成です。

　身寄りのない年寄りがこれだけ増えれば合葬墓の必要性はあると
思います。
ただ町が管理するにしても合葬墓を利用しない人もいると思うの
で、税金を使わないようにちゃんとした利用料は取るべきであると
考えます。



　私は７６歳になり子どもは一人男子です。合葬墓には早くお願い
します。

合葬墓の条件について
　交通の便の良いところなら。自家用車をもっている人ばかりでは
ないので。

　現在お墓に納めている遺骨を移す場合、使用料はどうなるのか。
数体ある場合の料金はどうなるのか。
　又、遺骨がすでに残っていない場合はどうなるのか。合葬墓がで
きるとしたら完成に何年かかるのか。知りたいです。

　1.ただ作りましたでは困る。2.みんなが作って良かったと思って
もらえるもの。3.年寄りの方でも行ってお参りできる交通体制

お墓のあり方について

　自分が元気なうちはできる限り管理していくが、子どもたちが遠
方にいるので負担はかけたくないと思っています。
　合同墓のあり方は今後子どもたちと話し合う良い機会になったと
思います。

　これまでの考え方では、子どもはいるが地方にはいないので将来
墓じまいをしてお寺に納骨しようと考えていました。
合同墓については、考えていませんでした。どういう形での墓かと
いう予想がつかないので、具体的な内容がわかれば考えたいです。

　今はまだ自分の家族の最期のことが考えられず、曖昧な答えにし
かなりませんでした。
でも必ずあることなのでこのアンケートで少し考えるようになりま
した。
　私の親も旦那の親も元気でいる中、突然･･･となったとき判断がで
きるかどうか、両親をどこまで頼って良いのか･･･。
その家族によって違うので合葬墓というものを考えてもらえるのは
ありがたいと思います。

　事情がある人（簡単に他者に祖先を任せる人が増えると思うので
たくさんいただいた方が良い。今はあまりこういう事に努力しない
時代なので）は別として、墓を人任せにする人が増え、努力しなく
なり、そのうち仏壇、先祖供養のための命日やお彼岸のお墓参りま
でなくなりそうです。
周囲にはそういうことに時間やお金をかけたがらない人たちが少し
ずつ増えています。
　時代なのか、良いのか悪いのか、なんともいえませんし、老いた
親を昔より簡単に施設にあずけるのも共働きや子どもにお金がかか
る今の時代、しかたないと思うのですが、同じ事のように思いま
す。

　昔と違い、現在は若者が都会へ出て行き、出先で生活を整えるた
め、個人で墓を管理することが難しくなっています。
　私も同様で泊村茅沼地区の出身ですが、札幌に出て子どもたちは
独立したのですが、退職後、祖父・父・母・弟の入っている墓の近
くにと思い、岩内町内で現在生活していますが墓については不安が
あります。


