
 

資料１ 

合同納骨塚について 

合同納骨塚設置の必要性に関する参考とするため、お墓などの管理状況や合同納骨塚

の今後の利用見込みなどについて、アンケート調査を実施いたしました。 

 

１ 実施概要 

（１） 実施期間 

令和４年１月２８日から２月１８日まで 

（２）対象者および回答者数 

①対象者 

ア 20代から 80代以上の町内在住の方  700人（無作為抽出） 

    イ 障がい者の関連団体          41人 

    ウ LINE公式アカウント登録者 

②回答数 

ア 20代から 80代以上の町内在住の方  299人（回答率：42.7％） 

    イ 障がい者の関連団体           22人（回答率：53.7％） 

    ウ LINE公式アカウント登録者       335人 

 

２ 設問内容 

  現在の霊園の管理状況をはじめ、将来的なお墓やお骨の管理に対する考え方などを

聞く内容を設問とし、さらに合同納骨塚の設置希望や利用時期を問う内容を設問とし

た。 

 

３ 集計結果 

別紙のとおり 

 

４ 検討経過等 

（１）20代から 80代以上の町内在住の方 

  記述意見の中で、少子高齢化や家族構成、現在の時代の流れなど、さまざまな条件を考

えると、将来的には本町にも合同納骨塚の設置が必要であるとの意見は多く挙げられて

いました。また、設置をする際には、交通の便が良い場所を希望する声がありました。 

  設置時期について、回答者の約半数は利用を希望していますが、そのうち、現時点にお

いて早急に必要とする方は少数で、利用希望者の 85％は 10 年以内または 10 年以上との

結果であり、必要性は感じているものの現時点において合同納骨塚の設置はまだ先でも

良いという結果でありました。 
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（２）障がい者の関連団体 

団体会員にあっては、本人および配偶者でのお骨管理を行っている方が多く、また、そ

の管理場所は町内の霊園・納骨堂との回答であり、会員の自宅に近い場所でお骨を管理し

ている状況でありました。 

  郵送によるアンケート調査とは異なり、合同納骨塚を利用すると回答された方は、利用

しないと回答された方より多い結果とはなりましたが、３年以内と早期の設置を望む方

は少ない結果となりました。 

 

（３）ＬＩＮＥ公式アカウント登録者 

  ＬＩＮＥアンケートは、対象者を 20代以上と設定して実施しましたが、実際にお墓や

納骨堂を管理している方の回答が多く、また、年代も 60代が最も多い結果であり、結果

として実際にお骨の将来を考えている 40 代から 70 代の方から多く回答をいただくこと

ができました。また、女性からの回答が男性よりも多かったことはＬＩＮＥアンケートに

おいて特徴的でありました。 

記述意見については、郵送によるアンケートと同様、少子高齢化や家族構成、現在の時

代の流れなど、さまざまな条件を考えると、将来的には本町にも合同納骨塚の設置が必要

であるとの意見が多く挙げられていました。 

  設置時期について、回答者の約６割が利用を希望するという回答でありましたが、その

うち、利用希望者の約８割が利用予定は 10 年以内または 10 年以上との結果であり、郵

送によるアンケートの回答と似た割合となりました。 

 

５ 今後について 

 今回のアンケート結果において、合同納骨塚設置の必要性を感じている方や合同納骨

塚の利用希望は多いというものでしたが、現時点では利用希望と回答された町民の多く

が 10年以内または 10年以上の利用を考えているとの回答でありました。 

一方で、改葬または墓地返還後の納骨先として、「宗派に関係なく永代供養ができる

寺社の合葬墓等」「永代供養ができる民間の施設（合葬墓等）」「親族がいる自治体の合

葬墓」という回答も多い結果であり、今後においても継続したニーズ調査は必要である

と考えます。 

 今回のアンケート結果を踏まえ、町の政策の考え方や方向性等を示す芽室町総合計画

（前期・後期）の策定時期に合わせて調査を実施し、合同納骨塚設置の可否を判断して

いくものとします。 
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霊園管理・合同納骨塚アンケート 分析結果（郵送分） 

 

【各設問の回答内容等について】 

問１ お墓の管理について 

お墓については、自分自身で管理していると回答した方が最も多かったが、配偶者や祖父

母・父母など、世帯（複数人）で管理している方も回答者全体の約半数であった。 

お骨を管理している場所は、町内寺社の納骨堂と回答した方が最も多く、次いで町内の霊

園・農村地区墓地との回答であった。 

 

問２ 管理しているお骨の将来的な管理方法は 

お骨の管理方法について、引継ぎ先が決まっている方は回答者全体の約 25％と最も多く、

また管理しているお骨をどのように取り扱うか明確にしている方は、引継ぎ先が決まって

いる方も合わせて回答者全体の約 65％であった。 

一方、まだ何も考えていない方や将来的に考える方など、現時点において管理方法が決ま

っていない方は約 32％であった。 

 

問３ 墓じまい後の納骨先は 

 墓じまいを予定している方については、ほとんどの方がすでに改葬先が決まっており、そ

のうち約７割の方が、永代供養ができる寺社や民間、他自治体の合葬墓を利用すると回答し

ていた。 

 

問４ 自分自身や家族の納骨希望先は 

 本人や家族のお骨の納骨希望先は、町内の霊園・農村地区墓地に納骨する予定の方が最も

多かった。次いで町内寺社の納骨堂を希望する方が多かった。 

一方、寺社や民間施設、自治体が設置する合葬墓で永代供養を希望する方は、回答者全体

の約３割であった。 

 

問５ 町が設置した場合の合同納骨塚の利用希望は 

 町が設置する場合の合同納骨塚の利用については、利用を希望しないと回答した方が 186

人いる一方で、利用すると回答した方も 167人と、回答者数は二分する結果となった。 

 

問６ 合同納骨塚の利用見込みは 

 合同納骨塚の利用を希望する方のうち、５年以内の利用を希望する方は 18人であり、逆

に 10年以内または 10年以上と回答した方は 108人という結果であった。 

 利用は考えているものの、まだ利用は先となる方が多いということが分かった。 
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【アンケートの結果から】 

 記述意見の中で、少子高齢化や家族構成、現在の時代の流れなど、さまざまな条件を考え

ると、将来的には本町にも合同納骨塚の設置が必要であるとの意見は多く挙げられていい

ました。また、設置をする際には、交通の便が良い場所を希望する声がありました。 

 設置時期について、利用見込みに関する設問への回答のとおり、回答者の約半数は利用を

希望していますが、そのうち、現時点において早急に必要とする方は少数であり、利用希望

者の 85％は 10年以内または 10年以上との結果でありました。 

必要性は感じているものの現時点において合同納骨塚の設置はまだ先でも良いという結

果ではありましたが、今回のアンケート回答者の約半数が設置を望んでいること、少数であ

っても早期に設置を望む声もあることから、今後においても、管理状況や合同納骨塚に対す

る考え方などを把握しながら、設置に関する検討を進めていく必要があると考えます。 

 

4



合同納骨塚（合葬墓）に関するアンケート 700人中299人回答 回答率 42.7%

年代

項目 回答数 割合

（１）20代 16 5.5%

（２）30代 29 9.9%

（３）40代 33 11.3%

（４）50代 42 14.3%

（５）60代 57 19.5%

（６）70代 69 23.5%

（７）80代以上 47 16.0%

性別

項目 回答数 割合

（１）男性 132 46.6%

（２）女性 150 53.0%

（３）答えたくない 1 0.4%

世帯構成
項目 回答数 割合

（１）単身 37 13.2%
（２）夫婦のみ 93 33.1%
（３）親と子<2世代> 114 40.6%
（４）親と子と孫<3世代> 33 11.7%
（５）その他 4 1.4%

（１）20代

（２）30代

（３）40代

（４）50代

（５）60代

（６）70代

（７）80代以上

（１）男性

（２）女性

（３）答えたく

ない

（１）単身

（２）夫婦のみ

（３）親と子<2

世代>

（４）親と子と

孫<3世代>
（５）その他
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項目 回答数 割合

（１）管理している 165 57.1% →問２へ

（２）管理していない 124 42.9% →問４へ

<管理している場合、その管理者>
項目 回答数 割合

（１）自分自身 73 40.6%
（２）配偶者 31 17.2%
（３）祖父母、又は父母 61 33.9%
（４）子又は孫 9 5.0%
（５）その他 6 3.3%

<管理している場所>
回答数 割合

44 27.8%
20 12.7%
53 33.5%
37 23.4%
0 0.0%
2 1.3%
1 0.6%
1 0.6%

問２　管理されているお骨について、今後（将来的な）管理方法はどのように考えていますか。
回答数 割合

（２）お骨の今後の維持管理について、どのようにするか家族親戚等と相談している 22 14.7%
（３）お墓に納めているが、今後、墓じまいをする予定である 16 10.7% →問３へ

（４）納骨堂に納めているが、今後、改葬を考えている 21 14.0% →問４へ

11 7.3%
38 25.3%
4 2.7%

問３　墓じまい、または改葬した後、お骨をどこに移す予定（移したいとお考え）ですか。
回答数 割合

7 30.4%
0 0.0%
6 26.1%
5 21.7%
3 13.0%
2 8.7%

項目
（１）町内寺社の納骨堂
（２）町外寺社の納骨堂
（３）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓

（４）永代供養ができる民間の施設（合葬墓）

（５）親族等がいる自治体の合葬墓

（６）現時点では特に何も考えていないが、将来的には考えていきたい

（７）その他

（１）お骨を引き継ぐ人が決まっており、今後の管理方法等について家族
や親戚等と相談している（または相談済みである）

（６）その他

問１　現在お骨を管理していますか。管理している場合、どなたが実質的に管理をしていますか。

　　　　　　　　　＜複数の項目に回答＞

（７）親族等がいる自治体の合葬墓

（８）その他

項目
（１）町内の霊園（農村地区墓地を含む）

（２）町外の霊園
（３）町内寺社の納骨堂

（４）町内寺社の納骨堂
（５）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓

（６）永代供養ができる民間の施設（合葬墓）

38 25.3%

項目

（５）特に何も考えていない
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問４　あなたやあなたの家族が亡くなった後、どのような場所に納骨を希望しますか。
回答数 割合

59 22.0%
24 9.0%
52 19.4%
33 12.3%
39 14.6%
19 7.1%
18 6.7%
24 9.0%

問５　もし、芽室町が合同納骨塚（合葬墓）を設置する場合、あなた（又はあなたの家族）は

　　　 利用しますか

項目 回答数 割合

（１）利用する 137 49.6% →問６へ

（２）利用しない 139 50.4% →問７へ

問６　利用する場合、いつごろまでに利用したいとお考えですか。
項目 回答数 割合

（１）３年以内 10 7.9%
（２）５年以内 8 6.3%
（３）１０年以内 10 7.9%
（４）１０年以上 98 77.8%
※未定の場合は、10年以上を選択してください

（８）その他

（２）町外の霊園・共同墓地
（３）町内寺社の納骨堂
（４）町外寺社の納骨堂
（５）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓

（６）永代供養ができる民間の施設（合葬墓）

（７）親族等がいる自治体の合葬墓

項目
（１）町内の霊園・共同墓地
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No

4

5

6

7

12

17

18

19

21

22

25

26

30

31

32

33

34

40

41

44

45

48

51

52

58

問７　自由回答

現時点では子供(管理できる人)がいるため考えてはいないが、いずれかは合葬墓も必
要になってくるのかなと思います。

基の在り方や考えについては2020年4月16日にホットボイスをメールで送りしましたの
でそちらを読んでください。

将来的には子供が少なくなるのでいづれは必要だと考える。

合同納骨塚は今後必要になってくると思うので自治体による設置は賛成いたします。

身寄りのない人、独身で実家の墓に入れない人などライフスタイルが変化してきてい
る。農家の人のように代々家業を継ぎ墓を継承できればよいが、手入れされない墓も
増えていく。上記の人に対応できるのではないか？

帯広市が中島霊園に管理している合葬墓のような場所を希望。今のところ芽室町には
合葬墓はありませんので町外と考えています。

これからの時代、宗派関係なく利用できる所があるのは良いと思います。

必要だと思います。町内の霊園・共同墓地が良い。記名板は必要と思います。

意見を述べる知識がありません。ただ本能的には否であります。

記名板の設置を希望する。

時代も変化して、今や墓じまいなども多く聞かれ、お骨をどの様に納めるか悩んでいる
人も多くいると思います。これからの時代、合同納骨塚を必要とする人も多くなると思
いますから合同納骨塚の建設を建設し早期の開設を望みます。民間では1本につき５
万円ほどの費用がかかるようですが自治体では安く利用できる様お願いしたいです。

土地がたくさんあるのでなん箇所に作ってほしい。清水や新得の人達も来ると思う。と
にかく芽室は何もやっていない。ワクチンも遅かった。他の町はもっと勝毎に色々でて
いるのに芽室はなにもない。何かやらないとダメ。合葬墓はぜひやって欲しい、町長
しっかりして。何をなさいましたか、もっと前に出て。

町にお任せします。

町内のお寺の檀家です。現在のお寺でも、合葬墓についてのアンケートを実施してい
ます。少子化等で今後納骨堂やお墓を引き継ぐ人がいなくなる現状があります。今後
の合葬墓が設置された場合の維持管理費が問題です。是非芽室町の合同納骨塚（合
葬墓）の設置をお願いいたします。

今後の時代を考えると必要と思う。

私は利用しませんが将来的には必要になるかもしれません。

早めに決めてほしい。

だんだん子供が少なくなってきたりするので合同納骨堂のような所ができることに賛成
です。
子供夫婦と自分達の死後を話し合ったことはないが、暗黙的に納骨堂にと理解をしてく
れると思うが、その後子供世帯となると予想がつきませんが合葬墓は必要になるでは
と考えます。

今の時代にあった合葬墓を設置してほしいです。

明るく清楚な感じの合葬墓

町民が住んでいるのだから準備するのが良いと思います。

希望すれば数年は骨箱でおけるようにしてほしい。

私自身が墓を守り継ぐ子がいなくて墓じまいを経験しました(町外)。この時代合同の納
骨塚があると助かる人が多いと思います。当然必要な料金設定があってしかるべきで
しょう。

無宗教で墓に興味がないので合同納骨塚の設置はありがたい。自分が亡くなった後、
子に負担をかけたくないので。
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60

63

68

70

73

74

76

78

81

83

84

86

89

92

93

98

100

101

102

104

105

113

117

118

跡継や子が減少するなかで将来を考えると必要とする人も出てくると思います。

2年ほど前に幕別五位にあるあんのんの里（永年供養）に行く事がありまして（本人一
人１０万)で終わり。自由にいつでもお参り出来るようです。地元（芽室）に宗派に関係
なく永年供養（合葬墓）が、これからの時代少し変わっていくと思い、子供たちに負担を
かけたくないと思う親が多いと思います。ぜひ今回の件はいいと思います。
もし墓地や納骨堂にお骨がある方は墓じまいをしてから合同納骨塚を利用してほし
い。
正直、合同納骨塚を希望するわけではないが、子供の職業などで管理が難しいのと負
担をかけたくないという思いがある。

TV等で「お墓が引き継ぐ人がいない」「管理ができない」などお墓じまいをする人が増
えていると聞いたことがあります。わが家ではどうなんだろう…私達夫婦が亡くなったら
娘ひとりどうするんだろう。お墓参りなんてしてくれるのだろうか…と考えてしまいまし
た。合葬墓があると私達夫婦や娘も安心かもしれません。

時代の流れを考えれば必要なことだと思います。必要とされる方が利用しやすいように
作って頂けたらと思います。
核家族が進み個人で納骨管理していく事が難しくなってくると思います。町内に合葬墓
を設けるのは望ましい姿だと思います。

合同納骨塚を希望する人はお骨でなくお粉にして収容を希望します。死生の対する気
持ちは変化しています。死亡した後に私は残すのは思い出。形のない物を残しても形
のある物を残すと誰かに守ってもらい負担をかけたくないと思っています。

今は少子化だしそういう合同というのも将来的には利用する人も増えるのでは？と思
います。

お墓があっても守る人がいなければ取壊します。そのな無駄な経費を減らすためにも
合葬墓は合理的な考えだと思います。

今は必要としていませんが将来的には必要とすると思うので作ってほしいです。

寺があるため

現在は社宅で居住地が他の場所。いいと思います。

今のところ合同納骨塚を利用する予定はないが設置することは必要だと考えます。お
墓を継ぐことができない方、身寄りのない方など合葬墓があることで安心できると思い
ます。

両親の仏壇、お墓を見ているので、私はそこに入るように娘に話しています。

子供が無宗教なので、自分たちの納骨堂をいつまでも維持できないため近いうちに合
同納骨堂が必要になるため早急に設置してほしい。

突然思い考えてもいなかった合同納骨塚のアンケート、それも町でしようとしている事
にびっくりしました。この御時世でこの様な考えも出てきたのでしょうね。私は今のとこ
ろ何も考えらませんので、もちろん合葬墓のあり方の意見ではありません。

樹木葬とか桜葬があればいいと思います。

長女34年12月21日死亡。それからお寺にお世話になっています。もう60年ですね。

維持管理費を使用料のみでできるのか。使用料が１体あたりとあるが納骨時のみなの
か1年に1年回なのか不明。

合同納骨塚があれば利用したい方は多数いると思います。

合同納骨塚良いと思います。夫は次男でしたが経済的事情で長男である夫の兄は私
たちに頼みました。私は孫に新得寺も維持費がかかるので、維持費が払えないような
経済的事情になったら食べることをまず考えてと言ってあります。

合同納骨塚を設置して頂けることを1年でも早くお願いたいものです。

他の市町村ではすでに設置又は建設に向けて進めている所もあります。当町において
も早く設置した方が将来の生活設計（安心）できると思います。

9
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核家族化が進んでいるので設置すべきと思います。

前回もアンケートを出しましたが、その時は納骨の方法が2種類あって骨箱から直接埋
葬と袋に１つとして袋ごと埋葬とあったと思います。使用料も違うけど選べる事が出来
たと思います。私は御骨をばらばらに埋葬いやだなと思っていたのですが袋に入れて
の埋葬なら良いなと思って希望したと思います。その方法は考えていないのでしょう
か。使用料が高くなってもお墓や納骨堂の管理を子供たちに受け継ぐのは嫌なので選
択できるように考えてほしいです。私は主人と2人が亡くなったときに2つを1つにして芽
室町の合葬墓に入りたいと思っているのですが…。

少子高齢化や核家族が増えていっていると思うので、お墓の面倒を見れなくなっていく
可能性があるので合葬墓が必要になってくると思います。

ぜひ早く立ててほしいです。いつ亡くなるかはわからないので、ここに入れるのだなと
わかっていると安心して生活(これからの)ができるでの、早くたててほしいです。お願い
します。安心させてください。

名前を記すかどうか。柔軟に対処。後で困らぬように。大変よいことです。時代に相
応。

これからは子供も少数となり、今まで通りの管理は無理の様な気がします。私達も年
齢的に決めなければならない所ですが、決心がつかないのが現状です。合同納骨塚
が理想かもとも考えますが…と思っています。

私共夫婦の納骨先は帯広市の霊園先に入る様決めております。長女である妻は代々
の墓を引継ぎ管理しておりますが将来墓仕舞いの予定ですが未定です。その際の選
択肢として考慮しておきたいと思います。

将来は亡くなった方全員が使用する方向で進めたら良いと思います。霊園の縮小又、
なくす様にしたらと思います。

個人的には好まないが必要とする人達がいると思う。あってもいいと思う。

多様性社会においては全ての人が結婚の後に子供を設けるとは限りません。まだ墓
守が負担となり個人の活動の妨げや重荷を背負うことがないように合葬墓という選択
肢が増えるのでは。良いことと思っています。

これからの今後を考えると、家族構成等、独り暮らし等が多く予想されるので、合同納
骨塚(合葬墓)は必要であると考えます。

芽室町の財政面での負担にならない様に考えて設置を願います。

私の先祖のお寺では永年供養の金額が高くないが高額となる宗派もあると思うので利
用したい方も多いと思います。無縁仏となってしまうのは虚しいかと思うので合同納骨
塚の設置には賛成です。お盆やお彼岸などに供養して手を合わせられる機会があれ
ば行きたいと思います。

両親をお墓に納骨したときに暗くて冷えた処に入れ石の扉を閉める良い気持ちはしま
せん。できるのなら海にまいて魚の餌になるか木の下に埋めて肥料になって自然に帰
りたいし、そんなように消えていくのが一番良いと、私の希望です。

お墓の管理に困っていると言う声をよく聞くので設置は賛成です。

私は主人をなくして14年たちます。娘が一人いますが結婚しています。今あるお墓は
私で最後になるので娘とは墓じまいの話をしています。できれば早急に芽室の合同墓
ができることを願っています。

身内の居ない人や子供の居ない人、お金によゆうがない人の為にも、こういうお墓が
あるのは良いと思う。ただ、だれのお骨かわからなくなるのも悲しいので、1人ずつ袋に
入れて分かる様にしてもらえたらありがたいと思う。たとえ二度と取り出すことがないと
しても。
お墓やお骨の管理に困っている方は合同納骨塚はとてもありがたいのではないでしょ
うか。

今生きている者にとって(80歳を越えるとある程度見当は付きと思いますが)寿命を区
切りことはできません。だから答えは「未定」となるのですが、それが10年以上に該当
することとなると「緊急性なし」という結論を導くアンケートになるのではないかと疑いた
くなります。以前悩んだことがあって調べてみましたが帯広市に共同墓があることがわ
かり問い合わせたら、以前帯広市に住んだことがあれば権利があると聞いて安心しま
した。(ちなみに費用は安く数千円ですむということでした。)お世話になっている町にそ
れがあれば一番安心できます。なるべく早く実現することを望みます。
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将来的には必要なものだと思うので場所等、検討していただきたいと思います。

少子高齢化に伴い、お墓の管理が行き届かなくなるケースが増えている。現状ではこ
の様な合葬墓での管理は一の手段になると思います。

我家は子供がそれぞれに嫁ぎ実家の墓まで管理することは難しいと考えます。合葬墓
のある自治体への転居も考えている方もいるかと思います。少子化家族世帯が増てい
る中で必要と考えます。

霊園や合同納骨塚をもしも作るとしたら、町の中で交通の利用しやすい所にあると良
いと思います。高齢者や子供、車の運転をしない方など皆の為の利用しやすい合同納
骨塚であってほしいです。配偶者や子供の居ない方や1人暮らしの方はこれからも増
えていくと思います。そのような方が利用できる合同納骨塚はあってほしいです。また
子孫に迷惑をかけたくない方は多いと思うので、そのためにもあった方が良いと思いま
す。

希望される方、平等に使用できるルール作りが必要だと思います。

私自身は芽室町民ですが、父が町民ではないので町外に住んでいる親族家族のお骨
も納められるようにしてほしい。ある程度制限(何親等以内までか…)が必要だとは思い
ますが…。

将来的には個々に墓参りに行けなくなる可能性が高くなる。皆と一緒に祈って頂ける
事となるのが良い。

これからは子供も少なくなり見てくれる人がいなくなるのでいい考えだと思います。

夫婦であっても信仰する宗教など別なので合同納骨塚があると利用したいです。現在
は子供が同居してますが、遠く離れてしまうと管理してもらえなくなると思うので。

2人の子供達も管外なので2人で芽室がついのすみかにしたいと思ってますので利用し
たいと考えています。

今は考えられない。次の世代がどう考えるか後継者がいない地元に子供がいない人
は考えるのではないでしょうか。10年後どうなるかわかりませんが、将来いるようにな
る人もいるのでないでしょうか。今お墓ある人で後継者、みる人がいない人の意見も聞
いてみたいですね。

今後必要になる取組だと思います。

現在父が墓に入っているため合葬墓には複数納骨しなければならないため使用料な
どなるべく良心的な価格でお願い出来ればと思っています。記名板の設置などもある
と助かります。(直接埋葬とのこと)

子供が一人で娘なので

町の施設となれば安心して利用できる。故人の希望が散骨及び合葬墓利用等であれ
ば複数個所に納骨が出来ればよい。

私の家は娘なので、管理させるのは大変だと思う。合同納骨塚ができれば、娘の負担
も軽くなるし、私の気持ちも楽になるのでぜひ入りたいと思います。

これからの時代は必要になってくると思います。自分も何年後には気が変わってそちら
に入りたいと思うかもしれないなと思いました。

今後墓地を管理する親族が少なくなる傾向があるので共同墓地や合葬墓の発想は良
いと思います。時代としてはそのような流れではないでしょうか。

合同納骨塚の話は今回のアンケートで初めて知りました。芽室町に必要とされている
方がどのくらいいるのか知りませんが、町がその役割をするということがあまりピンと
来ません。私の中では合同納骨するのは、ある程度、自分の信頼する寺社に一定の
金額を納めて永年供養をお願いしておくものと思っていましたので必要性は今の私とし
ては感じません。
希望される方がどの位になるかわかりませんが、たとえ少数であっても希望する方は
限らずいらっしゃると思います。沢山の人が希望するから作る、希望者が少ないから作
らないという問題ではないように思います。規模の大小はあっても芽室町として作って
おくべきだと考えます。

自分達には子供がいないので自分たちが死んだら入りたい。独居老人、無縁の人が
増えてくると思う。合葬墓の考え方は良いと思います。

もっと早い取組があれば利用を希望したいと思います。
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私は身内がないので町で合葬墓を作って頂けるなら大変ありがたいです。喜んで入り
ます。後年管理する人間も居りませんし、人様に負担をかけずに済みますので。近年
お寺で受け入れてくれる広告等見るのですがそれなりのお金を用意しておかなくては
なりません。老後資金をたくさんは用意できないので町なら良いです、ありがたいお話
です。

息子夫婦にお寺の納骨堂、そして先祖からのお墓を管理してもらうのは非常に大変だ
と思います。お墓はとても古いので、いわゆる墓じまいしてもかまわないと思っていま
す。合葬墓になるといくらお金がかかるか（使用料？）そこが知りたい。なるべく負担か
けたくないけど芽室町に合葬墓あっても良いかなと思います。

・小さくてよいので霊園を、妥当な価格で利用することができたらよい。
・合同納骨堂（合葬墓）はこれからの姿として、良いと思う。ただ、全く「個人」が表現さ
れないというのはさみしい。どう扱われるかが知りたい。残された遺族、家族にとって、
個人が把握できるものにしてほしい。

とても良いと思います。近年、色々な家族構成や関係、考え方等さまざまな形があるの
で時代に合わせての形（やり方や選択が出来る）は大事。合同納骨塚（合葬墓）はこれ
からは利用する方は増えて来ると思います。「家族（残った）に迷惑かけたくない」と言
う考え方が増えているので。

早期の設置を希望します。

現在、民間の霊園や樹木葬など種々な方法での納め方があり、行政が墓を決定しなく
ても個々の家族で相談して決めれば良いと思う。無宗教の方も多くなると思う。

生涯独身の方や生活保護の支援を受けている方等、合葬墓を必要としている方もいる
と思います。土地には限界があるし、お墓を整理するきっかけにもなるのではないで
しょうか。ただ、お骨を取り出すことができないことで、将来トラブルにならない様にしっ
かりした手続きと説明は大切だと思います。このような将来的なアンケートや町が意見
を求めていることを町内の小中高校生にも授業等で考える機会があると少しは心の成
長をうながせる

もし墓地や納骨堂にお骨がある方は墓じまいをしてから合同納骨塚を利用してほし
い。設置するのであれば、高齢になってもお参りに出来るように、バスなど交通の便が
良い場所が良い。

アンケートにお答えが、きちんと出来ず申し訳ありません。転勤族で芽室にお世話にな
り34年間になりますが、お墓、お寺とのおつきあいが長く、毎年2時間かけて、おまいり
に行っております。無事仕事も終えた所義母が98才で他界し、又、色々、お世話になっ
ております。遠くからかけつけていただくお婆に感謝しております。子供達も中々集ま
れる時が少ない為、話し合いも出来ない所です。主人も体の方も弱くなく、病院へ通院
させていただいておりますので、しばらくは現状のまま過ごしたく思います

合同納骨は良いと思う。維持費、管理のこと、墓じまい

気持では個別に納骨堂のようにしたい。しかし、場所の広さの事を考えると、はだかの
骨が山積みになっていく姿はしかたがないのか。

先日、母を亡くしたばかりです。お骨は兄が預かっておりますが、今後の取り扱いをど
うするか検討中です(後継者がいないので…)。今回のアンケートで自治体運営の合同
納骨塚というものを知りました。とても良い制度だと思います。どの自治体でも合葬墓
という選択肢があれば、お墓の引継で悩む人も減ると思います。ぜひ設置していただ
きたいです。低年金の方などに優しい使用料だと嬉しいです。じゃがバスでお参りでき
る場所だと高齢者に優しいです。

合葬墓があったら後継ぎがいない人でも安心できると思う。たとえ後継ぎがいたとして
も管理できる環境とは限らないのであることには賛成です。

公園化した樹木納骨霊園を考えては…。

どの様な施設になるかで変わるので今はわからない。

これからは少子化が進むことと思います。子孫も遠い場所に住むことになるかもしれま
せん。管理できないなら合同納骨塚という方法は良いと思います。

記名板への名前入れを希望します。

合葬墓でも一人一人骨は大事に扱ってもらいたい。雑なイメージがある。ただ合葬墓
は、必要な世の中だと思う。今までなかったということにおどろき。あると思ってました。

合同納骨塚には少し違和感がある。普通に納骨どうなら利用すると思う。
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娘の母ですが娘は他にとついで仏壇はだんな様の持っています。今はまよっていま
す。いずれは町の合同納骨かなあと思っています。長いさき日の事はわからないが
色々変えるので金せんがかかるのでしょうね。今はお寺に主人家族のはおさめていま
す。他のアンケートは娘が〇をした物です。

今後利用する世帯が多くなると思うので積極的に考えてもらいたい

私たちはこの問題についてつきまして昨年1年現実な問題がありまして妻の実家がま
もらなきゃならない人1人もいなくなり家そのものがなくなってしまいまして墓じたいも考
えている所です。それぞれの家を守らなきゃいけない立場、私たちも先祖がいます、私
たちも80才をすぎ、そこまでまもり切れません。この件については合同納骨塚には大さ
んせいです。これからもこういう問題は大きくなると思います。墓じまいの問題も知りた
いです。

昨年義父が亡くなってお墓を作りましたが、出来れば合葬墓にしたかった。子供に墓も
りをさせるべきが悩みました。子どもが結婚しなければそれで終わりになってしまうの
で合葬墓の方が永代供養をしてもらえるのでそちらを使用させてもらうかもしれませ
ん。

子どもに迷惑をかけたくない

夫婦共、管外（道外）から芽室に移り、居を構えた。今、町内納骨堂には親一人のお骨
を入れているが、夫婦が亡くなれば、見る人がいない。町内に親戚もいない。合同納骨
塚があれば親のお骨も抜き利用したいが、寺の納骨堂から抜くと莫大なお金を請求さ
れると聞く。それが一番のネックだ。その心配がなければ、安心して合同納骨塚を利用
できるので将来の不安がなくなる。娘３人（道外５０代、同居５０代、町外４０代）に負担
をかけたくない。同居娘（未婚）に任せてもその次の代がいないため早々に自分たちの
代で墓問題について解決したいため、町に合同納骨塚ができるなら大変ありがたい。

近くに有れば便利が良いと思います。

身内が減り自身も老人に成り墓を維持して行け無く成ると思います。骨道や墓の有る
人は良いですが、これから減ると非常に困難だと思います。合葬墓を作る事は大変良
い事だと思います。

もし自分がなくなったら合同納骨塚を利用してほしいが家族が･･･と考えると納骨堂を
利用したいと思っています。子ども達に迷惑をかけたくないので管理不要の点はありが
たいです。

親が亡くなった場合費用や管理が大変なので

土の家族にも俗していない人がいたり身内がおらず墓の管理が難しくなっている人も
いるので合葬墓も必要かもしれません。
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霊園管理・合同納骨塚アンケート 分析結果（障がい者関連団体分） 

 

【各設問の回答内容等について】 

問１ お墓の管理について 

お墓については、自分自身で管理していると回答した方が最も多く、次いで配偶者との回

答であり、夫婦で管理しているという方がほとんどであった。 

また、お骨を管理している場所は、町内の霊園および町内寺社の納骨堂と回答した方が８

割強となっており、ほとんどの方が町内でお骨を管理している状況であった。 

 

問２ 管理しているお骨の将来的な管理方法は 

お骨の管理方法について、現時点においてまだ何も考えていないが将来的に考えたいと

回答した方が４人であり、また、墓じまいを考えている方が３人であった。 

設問に回答された方が少ないために回答内容から読み取ることは難しいが、今後に向け

て対応する考えを持っている方が多いと考えられる。 

 

問３ 墓じまい、改葬後の納骨先は 

 墓じまい・改葬を予定している方については、ほとんどの方がすでに改葬先が決まってお

り、そのうち約７割の方が、永代供養ができる寺社や民間、他自治体の合葬墓を利用すると

回答していた。 

 

問４ 自分自身や家族の納骨希望先は 

 本人や家族のお骨の納骨希望先は、寺社や民間施設、自治体が設置する合葬墓で、すべて

永代供養が行える場所であった。 

 

問６ 町が設置した場合の合同納骨塚の利用希望は 

 町が設置する場合の合同納骨塚の利用について、利用を希望しないと回答した方が８人

いる一方で、利用すると回答した方が１３人と、やや利用希望者が多い結果となった。 

 

問７ 合同納骨塚の利用見込みは 

 合同納骨塚の利用を希望する方のうち、５年以内の利用を希望する方が４人と最も多い

が、10年以内または 10年以上と回答した方が合わせて５人という結果であり、意見は分か

れているものの、３年以内と早期の設置を望む回答は１人であった。 
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【アンケートの結果から】 

 会員の約半数の方に回答していただきましたが、回答を記載していない項目もあり、実態

の把握が難しい項目もありました。 

回答結果を分析すると、障がい者関連団体会員にあっては、本人および配偶者でのお骨管

理を行っている方が多く、また、その管理場所は町内の霊園・納骨堂との回答であり、会員

の自宅に近い場所に自身たちがお骨を管理している状況でありました。 

 その結果もあり、将来的なことを考慮し、墓じまいをした際は永代供養ができる場所を望

む方が多い結果となっているものと思われます。 

郵送によるアンケート調査とは異なり、合同納骨塚を利用すると回答された方は、利用し

ないと回答された方より多い結果とはなりましたが、３年以内と早期の設置を望む方は少

ない結果となりました。 

ただし、障がいを持つ方がいる家族が会員であることから、将来的な不安については大き

いとの意見が、所管委員会との意見交換においても出されていた状況も考慮し、５年以内の

設置・利用を希望する方の回答を念頭に置きながら、設置可否に関する方向性について、今

後も検討を進めていくこととします。 
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合同納骨塚（合葬墓）に関するアンケート ４１件中２２件回答 回答率 53.7%

年代

項目 回答数 割合

（１）20代 1 4.5%

（２）30代 0 0.0%

（３）40代 0 0.0%

（４）50代 2 9.1%

（５）60代 9 40.9%

（６）70代 9 40.9%

（７）80代以上 1 4.5%

1 0 0 2 9 9 1

性別

項目 回答数 割合

（１）男性 14 73.7%

（２）女性 5 26.3%

（３）答えたくない 0 0.0%

世帯構成
項目 回答数 割合

（１）単身 1 5.6%
（２）夫婦のみ 3 16.7%
（３）親と子<2世代> 11 61.1%
（４）親と子と孫<3世代> 2 11.1%
（５）その他 1 5.6%

項目 回答数 割合

（１）管理している 12 57.1% →問２へ

（２）管理していない 9 42.9% →問４へ

問１　現在お骨を管理していますか。管理している場合、どなたが実質的に管理をしていますか。

（１）20代

（２）30代

（３）40代

（４）50代

（５）60代

（６）70代

（７）80代以上

（１）男性

（２）女性

（３）答えたく

ない

（１）単身

（２）夫婦のみ

（３）親と子<2

世代>

（４）親と子と

孫<3世代>
（５）その他
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<管理している場合、その管理者>
項目 回答数 割合

（１）自分自身 9 64.3%
（２）配偶者 3 21.4%
（３）祖父母、又は父母 1 7.1%
（４）子又は孫 1 7.1%
（５）その他 0 0.0%

<管理している場所>
回答数 割合

5 45.5%
0 0.0%
2 18.2%
4 36.4%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%

問２　管理されているお骨について、今後（将来的な）管理方法はどのように考えていますか。
回答数 割合

（２）お骨の今後の維持管理について、どのようにするか家族親戚等と相談している 1 10.0%
（３）お墓に納めているが、今後、墓じまいをする予定である 3 30.0% →問３へ

（４）納骨堂に納めているが、今後、改葬を考えている 1 10.0% →問４へ

0 0.0%
4 40.0%
0 0.0%

問３　墓じまい、または改葬した後、お骨をどこに移す予定（移したいとお考え）ですか。
回答数 割合

0 0.0%
0 0.0%
2 50.0%
2 50.0%
0 0.0%
0 0.0%

問４　あなたやあなたの家族が亡くなった後、どのような場所に納骨を希望しますか。
回答数 割合

8 36.4%
0 0.0%
1 4.5%
4 18.2%
2 9.1%
4 18.2%
1 4.5%
2 9.1%

（５）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓

項目
（１）町内の霊園（農村地区墓地を含む）

（２）町外の霊園
（３）町内寺社の納骨堂

（４）町内寺社の納骨堂

（６）永代供養ができる民間の施設（合葬墓）

（７）親族等がいる自治体の合葬墓

（８）その他

項目

（１）お骨を引き継ぐ人が決まっており、今後の管理方法等について家
族や親戚等と相談している（または相談済みである）

（１）町内寺社の納骨堂

10.0%

（５）特に何も考えていない
（６）現時点では特に何も考えていないが、将来的には考えていきたい

（７）その他

項目

（７）親族等がいる自治体の合葬墓
（８）その他

1

（１）町内の霊園・共同墓地
（２）町外の霊園・共同墓地
（３）町内寺社の納骨堂
（４）町外寺社の納骨堂
（５）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓

（６）永代供養ができる民間の施設（合葬墓）

（２）町外寺社の納骨堂
（３）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓

（４）永代供養ができる民間の施設（合葬墓）

（５）親族等がいる自治体の合葬墓
（６）その他

項目
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問５　もし、芽室町が合同納骨塚（合葬墓）を設置する場合、あなた（又はあなたの家族）は

　　　 利用しますか

項目 回答数 割合

（１）利用する 13 61.9% →問６へ

（２）利用しない 8 38.1% →問７へ

問６　利用する場合、いつごろまでに利用したいとお考えですか。
項目 回答数 割合

（１）３年以内 1 10.0%
（２）５年以内 4 40.0%
（３）１０年以内 2 20.0%
（４）１０年以上 3 30.0%
※未定の場合は、10年以上を選択してください
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No

1

3

4

6

7

8

10

13

19

20

21

芽室町が合同納骨塚（合葬墓）を設置した際は是非利用したいです。

自分が現在管理している納骨堂の骨は合葬墓で自分も含めて納骨できるように考慮
して欲しい。※現在上士幌町の納骨堂が管理していて芽室町外である

問７　自由回答

維持管理費を利用者が負担するのは原則的な理念だとは思います。しかし、建設費
用などの初期費用をどこまで利用者負担とするか？合葬墓の具体的な運用システム
をどうするか？については思いつきません。障がいのある子どもが一般的な墓を管理
するのは困難です（他の姉弟も遠方に住んでいるため難しい）です。したがって合葬墓
ができたとしたらありがたいです。

最近の町内霊園を見ますと少しずつですが墓じまいをした跡を見かけます。子供のい
ない方、何かの理由で管理できない人が増えていると思います。そのために合同墓が
あれば良いのではないかと思っています。

今のお墓に入っている人も入れてもらえるようにお願いします。あまり高額でなく入れ
るようにしていただきたいです。

今後家族を持たない方や色々な事上により1人ぼっちになったとき、芽室町に合同納
骨塚などがあったら将来安心できると思います。

町内に合葬墓などがあったらいいですね

1.新嵐山に併設し、樹木葬墓（様式）として町内外の合葬墓とし、簡素な設備を設置す
るとともに公園墓地とする。
2.新嵐山の施設を活用し、遠方の方への参拝環境も整え、新嵐山の機能を拡張し、経
営を強化するように計画する（アイディア）

次男なので自分たちで入る所を考えないといけないので場所、金額など悩んでいまし
た。長男や娘たちは遠くに居ますので自分達でと思っておりますので。

合同納骨塚とても良い事だと思います。1年でも早くお願いしたいですね。

自分自身が元気である事と寺が帯広にあるためまだ、合同納骨塚とかは考えられま
せん。これから先はどうなるか判りません。

19



霊園管理・合同納骨塚アンケート 分析結果（ＬＩＮＥ分） 

 

【各設問の回答内容等について】 

問１ お墓の管理について 

お墓については、自分自身で管理していると回答した方が最も多く、次いで配偶者や祖父

母・父母など、世帯（複数人）で管理しているとの回答結果であり、回答者のほとんどが何

らかの形でお墓を管理している。 

お骨を管理している場所は、町内の霊園・農村地区墓地と回答した方が最も多く、次いで

町内寺社の納骨堂との回答であった。ＬＩＮＥ回答者のほとんどが、霊園や納骨堂など、お

骨を納める場所があるという結果であった。 

 

問２ 管理しているお骨の将来的な管理方法は 

お骨の管理方法については、まだ特に決めていない方が将来的に考えると回答した方も

合わせて 74人であった。一方、管理方法等を家族で話し合っているなど、何らかの方向性

を決めている方は 119人であり、回答者の約 57％であった。 

 

問３ 墓じまい後の納骨先は 

 墓じまいを予定している 27人のうち、16人は永代供養ができる寺社や民間、他自治体の

合葬墓を利用すると回答しており、町内外の納骨堂という回答は６人であった。 

 墓じまいをする際には、合同納骨塚（合葬墓）など、永代供養ができる場所を望む方が多

いという状況であった。 

 

問４ 自分自身や家族の納骨希望先は 

 本人や家族のお骨の納骨希望先は、町内の霊園・農村地区墓地に納骨する予定の方が 73

人と最も多かった。次いで宗派関係なく永代供養ができる寺社合葬墓が 60人という回答で

あった。霊園や納骨堂を納骨先に希望される方が 178人である一方、永代供養ができる場所

を望む方が 119人という結果であった。 

 

問５ 町が設置した場合の合同納骨塚の利用希望は 

 町が設置する場合の合同納骨塚の利用については、利用を希望すると回答した方が 208人

と約６割であり、利用しないと回答した 127人（約４割）を上回る結果となった。 

 

問６ 合同納骨塚の利用見込みは 

 合同納骨塚の利用を希望する方のうち、３年以内と早期の設置を望む方は 22 人であり、

逆に 10年以内または 10年以上と回答した方は 171人（約８割）という結果であった。 
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【アンケートの結果から】 

 ＬＩＮＥアンケートは、対象者を 20代以上と設定して行ったが、実際にお墓や納骨堂を

管理している方の回答が多く、また、年代も 60代が最も多い結果でありました。 

所管委員会では、ＬＩＮＥは若者が使用するもので、高齢者等の回答は望めないという声

がありましたが、結果として実際にお骨の将来を考えている 40 代から 70 代の方から多く

回答をいただくことができました。 

また、女性からの回答が男性よりも多かったことはＬＩＮＥアンケートにおいて特徴的

でありました。 

 

記述意見については、郵送によるアンケートと同様、少子高齢化や家族構成、現在の時代

の流れなど、さまざまな条件を考えると、将来的には本町にも合同納骨塚の設置が必要であ

るとの意見が多く挙げられていました。 

 設置時期について、回答者の約６割が利用を希望するという回答でありましたが、そのう

ち、利用希望者の約８割が利用予定は 10 年以内または 10 年以上との結果であり、郵送に

よるアンケートの回答と似た割合となりました。 

必要性は感じているものの現時点において合同納骨塚の設置はまだ先でも良いという結

果ではありましたが、今回のアンケート回答者の半数以上が設置を望んでいること、３年ま

たは５年以内に設置を望む約２割の方の声があることから、今後においても、管理状況や合

同納骨塚に対する考え方などを把握しながら、設置に関する検討を進めていく必要がある

と考えます。 
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霊園管理・合同納骨塚アンケート　集計結果（LINE）

年代 世帯構成

年代 人数（人） 構成内容 人数（人）

20代 5 単身 27

30代 27 夫婦のみ 129

40代 50 ２世帯 151

50代 84 ３世帯 28

60代 102

70代 63 計 335

80代以上 3

計 334

性別

性別 人数（人）

男性 127

女性 204

非回答 4

計 335

問１ お墓の管理の有無

管理している 180

管理していない 155

お墓は誰が管理しているか（複数回答）

自分自身 93

配偶者 58

祖父母又は父母 60

子又は孫 4

その他 11 兄弟・姉・姉妹

226
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お骨を管理している場所は

町内霊園・共同墓地 65

町外霊園・共同墓地 24

町内寺社の納骨堂 46

町外寺社の納骨堂 39

宗派関係なく永代供養ができる寺社合葬墓 1

永代供養ができる民間施設 2

親族等がいる自治体合葬墓 1

その他 2

180

問２ 将来的な管理方法はどのように

今後の管理方法等を家族等と話している 35

今後の維持管理について協議中 20

墓じまいを予定（現在、墓に納骨） 27

改葬を予定（現在、納骨堂に納骨） 20

特に考えていない 10

現時点では考えていないが将来的には考える 64

その他 4

180

問３ 墓地返還後のお骨の納骨先は

町内寺社の納骨堂 3

町外寺社の納骨堂 3

宗派関係なく永代供養ができる寺社合葬墓 8

永代供養ができる民間施設 7

親族等がいる自治体合葬墓 1

その他 5

問４ 自身・家族の納骨希望先は

町内霊園・共同墓地 73

町外霊園・共同墓地 15

町内寺社の納骨堂 52

町外寺社の納骨堂 38

宗派関係なく永代供養ができる寺社合葬墓 60

永代供養ができる民間施設 29

親族等がいる自治体合葬墓 30

その他 38

335

23



問５ 町が設置した場合の合同納骨堂の利用希望は

利用する 208

利用しない 127

問６ 利用見込みはいつ

３年以内 22

５年以内 15

１０年以内 41

１０年以上 130

24



25



26



27
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30
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合同納骨塚（合葬墓）に関するアンケート 
 

町では現在、合同納骨塚（合葬墓）を町が設置することの必要性について検討を進めてい

るところあり、今後の参考にするため、管理状況や将来の見通しなどを把握したいと考えて

おります。 

つきましては、次のとおりアンケート調査を実施しますので、お手数をおかけいたします

が、回答に御協力くださいますようお願いいたします。なお、本アンケートは無作為に抽出

しておりますので、調査に御理解くださいますようお願いいたします。 

 

 

あなたについて教えてください。 

（該当する箇所に○印を付けてください） 

 

■年 代 

（１）２０代  （２）３０代  （３）４０代  （４）５０代  （５）６０代  

（６）７０代  （７）８０代以上 

 

■性 別 

（１）男性  （２）女性  （３）答えたくない 

 

■あなたの世帯構成 

（１）単身  （２）夫婦のみ （３）親と子＜２世代＞ 

（４）親と子と孫＜３世代＞ （５）その他（               ） 

 

 

※以下、該当する箇所へ○印を付けてください。 

 

問１ 現在、お骨を管理していますか。管理している場合、どなたが実質的に管

理をしていますか。 

（１）管理している  → 問２へ 

（２）管理していない → 問４へ 

 

＜管理している場合、その管理者＞ 

（１）自分自身 

（２）配偶者 

（３）祖父母、又は父母 

（４）子、又は孫 

（５）その他（                     ） 
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＜管理している場所＞ 

（１）町内の霊園（農村地区墓地を含む） 

（２）町外の霊園 

（３）町内寺社の納骨堂   

（４）町外寺社の納骨堂  

（５）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓等 

（６）永代供養ができる民間の施設（合葬墓等）  

（７）親族等がいる自治体の合葬墓  

（８）その他（                        ） 

 

問２ 管理されているお骨について、今後の（将来的な）管理方法はどのように

考えていますか。 

（１）お骨を引き継ぐ人が決まっており、今後の管理方法等について家族や親戚等と相談し

ている（または相談済みである）。 

（２）お骨の今後の維持管理について、どのようにするか家族や親戚等と相談している。 

（３）お墓に納めているが、今後、墓じまいをする予定である。 → 問３へ 

（４）納骨堂に納めているが、今後、改葬を考えている。 → 問４へ 

（５）特に何も考えていない。 

（６）現時点では特に何も考えていないが、将来的には考えていきたい。 

（７）その他（                             ） 

 

＜墓じまいをする予定、改葬を考えていると回答した方へお尋ねします＞ 

問３ 墓じまい、または改葬した後、お骨をどこに移す予定（移したいとお考

え）ですか。 

（１）町内寺社の納骨堂   

（２）町外寺社の納骨堂 

（３）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓等 

（４）永代供養ができる民間の施設（合葬墓等）  

（５）親族等がいる自治体の合葬墓 

（６）その他（                        ） 

 

＜以下、皆さんにお尋ねします＞ 

問４ あなたやあなたの家族が亡くなった後、どのような場所に納骨を希望し

ますか。 

（１）町内の霊園・共同墓地 

（２）町外の霊園・共同墓地等  

（３）町内寺社の納骨堂   

（４）町外寺社の納骨堂  

（５）宗派に関係なく永代供養ができる寺社の合葬墓等 

（６）永代供養ができる民間の施設（合葬墓等）  

（７）親族等がいる自治体の合葬墓  

（８）その他（                        ） 
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問５ もし、芽室町が合同納骨塚（合葬墓）を設置する場合、あなた（又はあな

たの家族）は利用しますか。 

（１）利用する（その理由：                    ）→ 問６へ 

（２）利用しない（その理由：                   ）→  問７へ 

 

＜合同納骨塚（合葬墓）利用すると回答した方にお尋ねします＞ 

問６ 利用する場合、いつごろまでに利用したいとお考えですか。 

（１）３年以内    （２）５年以内  （３）１０年以内  （４）１０年以上 

※未定の場合は、１０年以上を選択してください。 

 

問７ 霊園や合同納骨塚（合葬墓）のあり方について、御意見等があれば記載し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。御協力ありがとうございました。 

２月１０日（木）までに同封の返信封筒で郵送くださいますようお願いいたし

ます。 

 

 

■お問い合わせ・送付先 

 芽室町環境土木課生活環境係 TEL 0155-62-972６（内線 414・416） 

               FAX 0155-62-4599 

               Mail  j-kankyou@memuro.net 
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