墓地に関する市民アンケート調査のお願い
日頃より、市政に対するご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、少子高齢化や核家族化、生涯未婚率の上昇により世帯構成が変化し、墓
地の承継問題が顕在化するとともに、無縁化し管理が行われなくなった墓地が増加し、
社会問題となっております。
また、墓地に対する価値観が多様化し、従来の個人墓地の形態だけでなく合葬式墓地
など多様な墓地の形態に対するニーズが高まっていると言われております。
このような社会情勢の中、今後の市墓地行政の参考資料とするため、墓地に関する市
民アンケート調査を実施することといたしました。
市民の皆さまの墓地に関するお考えや、市の墓地行政に対するご意見等をお聞かせい
ただければ幸いです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申
し上げます。

平成３０年１０月３0 日

佐久市長

〒385-8501 長野県佐久市中込 3056
佐久市 環境部 環境政策課

環境政策係

電 話：0267-62-2917（直通）
FAX：0267-62-2289
E-mail：kankyoseisaku@city.saku.nagano.jp

栁 田 清 二

―

墓地に関する市民アンケート ―

◆ 佐久市に在住する満２０歳以上の世帯主の方々から 2,000 人を無作為に抽出し、無
記名でご回答をお願いしています。
◆ 回答者が特定されることはありません。
◆ ご記入にあたっては、ご家族等で話し合っていただき、封書の宛名に書かれた世帯主
様が代表してご記入をお願いします。
◆ 本調査票に直接ご記入ください。終わりましたら同封の返信用封筒に入れ、１１月
１６日（金）までに郵便ポストへご投函（切手貼付不要）ください。
◆ 返信用封筒のバーコードは、郵便手続のためのもので、個人を特定するものではあり
ません。
◆

本アンケート調査は佐久市が行っているものであり、結果は本年度中に市のホームペ
ージで公表します。

アンケートはここからです。

◆あなたのことについておたずねします◆
問 1 あなたの性別はどちらですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．男

２．女

問 2 あなたの年齢はどれですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．20 歳代

２．30 歳代

３．40 歳代

４．50 歳代

５．60 歳代

６．70 歳以上

問 3 あなたの世帯構成はどれですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．一人暮らし

２．夫婦だけ

４．親と子と孫（３世代以上）

３．親子（２世代）

５．その他（
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問４ あなたの住居の形態はどれですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．一戸建て（持ち家）

２．一戸建て（借家）

５．賃貸マンション、アパート

３．社宅・寮

４．分譲マンション

６．その他（

）

問 5 あなたが佐久市にお住まいになったきっかけはどんなことですか。あてはまる番号一つ
に○印をつけてください。
１．生まれてからずっと佐久市に住んでいる
２．佐久市で生まれ、一度転出し戻ってきた
３．佐久市外で生まれたが、現在佐久市に住んでいる
問 5-１ 佐久市に転入した理由はどれですか。
あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．佐久市で田舎暮らしをするため
２．自分又は家族の仕事の都合のため
３．自分又は配偶者の地元だから
４．親や子供と同居又は近くに住むため
５．住宅を購入したため
６．大学や専門学校に通うため
７．その他（

）

問 6 現在お住まいの「地区」はどれですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．浅間地区

２．野沢地区

３．中込地区

５．臼田地区

６．浅科地区

７．望月地区

４．東地区

問 7 佐久市にお住まいになって何年になりますか。あてはまる番号一つに○印をつけてく
ださい。
１．1 年未満

２．1～3 年未満

３．3～5 年未満

４．5～10 年未満

５．10～20 年未満

６．20 年以上

問 8 あなたは先祖のお墓を引継ぐ立場にありますか。あてはまる番号一つに○印をつけて
ください。
１．あると思う

２．ないと思う

３.わからない

問９ 今後も佐久市内に住み続けたいと思いますか。あてはまる番号一つに○印をつけて
ください。
１．ずっと住み続けたい

２．市外へ転出する予定がある

３．将来的には市外に移りたい

４．特に考えたことはない

５．その他（

）
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◆墓地の取得希望についておたずねします◆
問１０ あなたは墓地の取得を希望していますか。あてはまる番号に○印をつけてください。
１．希望する

２．希望しない

問１7 へお進みください

◆墓地の取得を希望するとお答えの方におたずねします◆
問１1 墓地の取得を希望している理由はどれですか。あてはまる番号一つに○印をつけてく
ださい。
１．遺骨があるので墓地がほしい

２．遺骨はないが、将来のために取得したい

３．佐久市内にある墓地を他の場所に移したい ４．他都市にある墓地を佐久市に移したい
５．その他（

）

問１2 あなたは墓地をいつごろ取得する予定ですか。あてはまる番号一つに○印をつけてく
ださい。
１．現在探している

２．2 年以内に取得したい

４．10 年以内に取得したい

５．20 年以内に取得したい

３．5 年以内に取得したい
６．その他（

）

問１3 あなたは墓地をどの地域に取得したいとお考えですか。あてはまる番号一つに○印を
つけてください。
１．佐久市内

２．隣接市町村でも構わない

３．長野県内であれば特にこだわらない

４．長野県外でもよい
問１4 墓地を取得するときに重視する事項はどれですか。
（選択肢の中から、上位３つまで
数字を記入）
１番目【

】

２番目【

１．お墓の価格、維持管理費
２．自宅からの距離
３．交通の便
４．宗教的な理由（宗派等）
５．将来的な管理に関する安心感

】

３番目【

】

６．墓地の設置者に対する信頼・安心感
７．墓地の雰囲気や周辺の環境
８．こだわらない
９．その他（

）

問１5 あなたが取得したい墓地はどれですか。
（選択肢の中から、上位３つまで数字を記入）
第１希望【

】

第２希望【

】

１．公営霊園（自治体による霊園）
２．公益法人霊園（財団法人、社団法人による霊園）
３．宗教法人墓地（宗派、宗旨が自由な墓地）
４．信者、檀家墓地（信者、檀家のみが使用できる墓地）
５．こだわらない
６．わからない、または考えていない
７．その他（
3

第３希望【

】
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問１6 あなたが取得したい墓地の形態はどれですか。
（選択肢の中から、上位３つまで数字
を記入）
第１希望【

】

第２希望【

】

第３希望【

】

１．個々に区画された日本の伝統的な和型の墓石が並ぶ墓地
２．個々に区画された西洋式の芝生墓地
３．個々に区画された墓石が壁のように並ぶ壁面式墓地
４．樹木型の合葬式墓地
５．慰霊碑型の合葬式墓地
６．納骨堂
７．こだわらない
８． その他（
問２3 へお進みください

）

◆墓地の種類（イメージ）◆

個々に区画
された墓地

合葬墓
納骨堂

日本の伝統的な墓地

芝生墓地

壁面式墓地

特徴
四角柱の墓石やカロー
トなど日本の伝統的な和
型の墓石が並ぶ墓地。
全国的に最も一般的な
墓地の形態。

特徴
広い敷地の芝生上に西
洋型の背の低い墓石が並
ぶ墓地。
開放感があり、墓地特有
の暗さや圧迫感が少ない。

特徴
斜面に沿ったコンクリ
ート壁に墓石を埋め込ん
でいる形態や お墓を背中
合わせに配置し壁のよう
に墓石が並んでいる形態
がある。

樹木型合葬式墓地

慰霊碑型合葬式墓地

納骨堂

特徴
墓石の代わりに桜やハ
ナミズキなどの樹木を墓
標として、その周囲に焼骨
を埋葬する形態。一度埋葬
すると、焼骨を取り出すこ
とはできません。

特徴
地上部に慰霊碑として
様々な形のモニュメント
を設け、地下部の納骨施設
に骨壺を収納する形態。献
花台等を設け、参拝するこ
とができる。

特徴
骨壺に入れた遺骨を屋内
に安置する施設。
ロッカー式、仏壇式、機
械式など様々な形式があ
る。

（出典） ・日本の伝統的な墓地：佐久宝寿霊園（写真／一般社団法人 佐久市振興公社）
・芝生墓地、樹木型及び慰霊碑型合葬式墓地：横浜市営墓地メモリアルグリーン
（写真／横浜市営墓地メモリアルグリーンＨＰ）
・壁面式墓地、納骨堂：写真／イメージ
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◆墓地の取得を「希望しない」とお答えの方におたずねします◆
問１7 墓地の取得を希望しない理由をお聞かせください。あてはまる番号一つに○印をつけ
てください。
１．自分が取得した墓地があるため

２．先祖が取得した墓地があるため

３．お墓に入りたくないため

４．その他(

)

問２3 へお進みください
問１7-１ その墓地はどれですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．公営霊園（自治体による霊園） ２．公益法人霊園（財団法人、社団法人による霊園）
３．宗教法人墓地（宗派、宗旨が自由な墓地）
４．信者、檀家墓地（信者、檀家のみが使用できる墓地）
５．共同墓地（昔から地域にある共同の墓地） ６．個人墓地（昔から個人所有地にある墓地）
７．その他（

）

問１8 その墓地はどの地域にありますか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．佐久市内

２．長野県内の他市町村

３．その他の都道府県（

）

問１９ 自宅から墓地までの所要時間はどれくらいですか。あてはまる番号一つに○印をつ
けてください。
１．歩いて 15 分以内

２．車・電車などで 30 分以内

３．車・電車などで 30 分～1 時間以内

４．車・電車などで１時間～3 時間以内

５．車・電車などで 3 時間以上で日帰りが可能

６．車・電車などで日帰りが不可能

問２０ いつごろ購入しましたか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．5 年以内

２．6～10 年くらい前

３．11 年～20 年くらい前

４．21 年以上前 ５．先祖代々の墓なのでわからない
問２1 年間維持管理費はどれくらいですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．無料

２．5 千円未満

４．1 万円～2 万円未満
問２2

３．5 千円～1 万円未満

５．2 万円以上

６．わからない

墓地に関する心配ごとは何ですか。あてはまる番号に○印をつけてください。（○は
いくつでも）

１．管理費が高い

２．承継者がいない又は今後いなくなるかもしれない

３．承継者はいるが負担をかけたくない

４．お墓の手入れが行き届かない
６．お墓までの交通が不便

５．将来管理するお墓が増える可能性がある
７．寺院、教会等の今後に対する不安

８．心配事はない
5

９．その他（
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◆公営霊園についての考え方をおたずねします◆
問２3 墓地の使用について、10 年から 30 年程度の使用期限を定める制度を設けている霊
園があります。このことについて、どのようにお考えですか。あてはまる番号一つに
○印をつけてください。
１．墓地は子孫に残すべきと考えるので、使用期限を定めるべきではない
２．期限ごとに更新できるのであれば、この制度を取り入れても構わない
３．承継者がいなくなると無縁墓地となるため、この制度もやむを得ない
４．期限後に合葬墓等に移されるのであれば、将来的な管理の心配がなくなるので取り入れ
た方がよい
５．承継者のいない墓地を他の人が再使用できるため、積極的に取り入れた方がよい
６．その他（

）

問２3-１ この制度をやむを得ない、取り入れた方が良いとお答えの方は、どの程度の期限
が望ましいとお考えですか。あてはまる番号一つに○印をつけてください。
１．10 年程度

問２4

２．20 年程度

３．30 年程度

４．その他（

）

近年、比較的少ない面積で多くの遺骨を収納できる合葬式墓地が整備されています。
このような墓地について、どのようにお考えですか。あてはまる番号一つに○印をつ
けてください。
（４頁の墓地の種類（イメージ）をご覧いただきお答えください。）

１．積極的に設置すべき
３．墓地として好ましくない

２．承継者がいなければやむを得ない
４．考え方が理解できない

５．その他（

）

問２4-１ 合葬式墓地をあなたは利用したいと思いますか。あてはまる番号一つに○印をつ
けてください。
１．利用したい

２．墓地の承継者がいないため、利用を検討したい

３．自分は利用したくないが家族が望めば叶えたい
５．その他（

４．利用したくない

）

問２5 合葬式墓地のうち、自然に戻りたいといった志向にこたえて整備されている「樹木型」
合葬式墓地について、どのようにお考えですか。あてはまる番号一つに○印をつけて
ください。
（４頁の墓地の種類（イメージ）をご覧いただきお答えください。）
１．積極的に設置すべき
３．墓地として好ましくない

２．承継者がいなければやむを得ない
４．考え方が理解できない

５．その他（

）

問２5-１ 「樹木型」合葬式墓地をあなたは利用したいと思いますか。あてはまる番号一つ
に○印をつけてください。
１．利用したい

２．墓地の承継者がいないため、利用を検討したい

３．自分は利用したくないが家族が望めば叶えたい
５．その他（

）
6

４．利用したくない
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問２6 今後、佐久市が公営霊園を計画するとしたら、どのような霊園にすべきとお考えです
か。あてはまる番号に○印をつけてください。（〇はいくつでも）
１．日本の伝統的な和型墓石を中心とした霊園
２．豊かな緑に囲まれ散策や憩いの場として利用できる公園機能を持った霊園
３．幅広い市民の方が利用できるスポーツ施設や文化施設等を併設した霊園
４．災害時等の防災面を考慮した緑地やフリースペースとしての機能を持った霊園
５．個々に区画されたお墓、納骨堂、合葬型のお墓など様々な形態を提供できる霊園
６．合葬型のお墓や期限付きのお墓を中心とした循環的に利用できる霊園
７．その他（

）

問２7 公営霊園を設置するにあたって佐久市が取るべき措置として特に必要なものは何だ
と思いますか。
（選択肢の中から、上位３つまで数字を記入）
１番目【

】

２番目【

】

３番目【

】

１．周囲から墓石を見えないようにする
２．緑地や広場などがあり、公園のようにする
３．自然との調和や周辺環境に配慮した外観にする
４．住宅地から一定の距離がある
５．開園後の運営（夜間の防犯対策、供物の衛生対策、線香の煙等）について配慮する
６．特に必要だと思う措置はない
７．その他（
）

◆最後に、墓地に関するご意見等があれば、ご自由にお書き下さい。◆

アンケートの質問は以上となります。ご協力いただき、ありがとう
ございました。
お手数ですが、この調査票を返信用封筒に入れ、平成 30 年１１月
１６日（金）までにご投函ください。
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