
 

 

 

令和２年度 

納骨堂等に関するアンケート集計結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

町民税務課【町民衛生チーム】 

（R3.1.26 現在集計） 



男性 295人
(54%) 

女性 246人
(45%) 

未記入4人
(1%) 

【問２】回答された方の性別(545人、以下同じ) 

２０歳代 

3人(0%) ３０歳代 

10人(2%) 

４０歳代 

21人(4%) ５０歳代 

59人(11%) 

６０歳代 

171人(31%) 
７０歳代 

179人(33%) 

８０歳代以上 

101人(19%) 

未記入 

1人(0%) 

【問３】回答された方の年代 

1／5



ある 

463人(85%) 

ない 

76人(14%) 

今後購入 

4人(1%) 

未記入 

2人(0%) 

【問４】現在管理するお墓などがありますか？ 

いる 

275人(50%) 

いない 

76人(14%) 

まだ決まっ

ていない 

134人(25%) 

墓石なし 

55人(10%) 
未記入 

5人(1%) 

【問５】今後、お墓を引き継ぐ方がいますか？ 

2／5



ある335人 
(61%) 

ない203人 
(37%) 

未記入 

7人(1%) 

【問６】墓じまい等が話題になったことは？ 

知っている 

331人(61%) 

聞いたこと

がある 

175人(32%) 

知らない 

36人(7%) 

未記入 

3人(1%) 

【問７】納骨堂を知っていますか？ 
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必要 

193人(35%) 

将来的に必

要 

263人(48%) 

必要性はない 

26人(5%) 

よく分から

ない 

56人(10%) 

その他 

5人(1%) 

未記入 

2人(0%) 

【問８】納骨堂についてどう思いますか？ 

知っている 

226人(41%) 

聞いたこと

がある 

197人(36%) 

知らない 

112人(21%) 

未記入 

10人(2%) 

【問９】合葬墓を知っていますか？ 

4／5



必要 

130人(24%) 

将来的に必

要 

233人(43%) 

必要性はな

い 

49人(9%) 

よく分から

ない 

112人
(21%) 

その他 

10人(2%) 

未記入 

11人(2%) 

【問10】合葬墓についてどう思いますか？ 
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共同納骨堂等アンケートに関するご意見 

（108 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民税務課【町民衛生チーム】 

（R3.1.26 現在） 
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定期的な墓参りに加えてお盆、シバサシィ、ウヤンコーと伝統的な行事、

法事等、先祖を守っていくのは残された人達の宿命だと思いますが、それ

ができにくくなっているのが現状だと思います。将来的にもコロナ禍で親

族が集まるのもままならない状況が続くと思います。墓参りをする親族も

なく、荒れた墓になるよりは共同納骨堂に安置される方が安らかなのでは

ないかと思っています。合葬墓については生前に親族と納得いくまで話し

合いをし、故人の意見を尊重してほしいと思います。これも遠い将来増え

てくるのではないでしょうか。【60 歳代女性】 

 

お墓参りに一人で行くと寂しい場所で怖い時があります。できるなら公園

のように明るい場所に・・・と思います。誰でも好きな時間に行くことが

できたらと願っています。【60 歳代女性】 

 

私宅のお墓の周囲に放置された墓が多く雑草木がかぶさっている。勝手に

手を出すこともできず困っている。我家の墓は他人の墓と離れている為と

まだどうにかそうじもできているが子供がいないのでいずれは納骨堂に預

ける事も考えている。共同納骨堂ができる事を望んでいる。（合葬墓になる

ことは望んでいない。私一族の合葬なら考えられるけど他家ともいっしょ

になる事は望まない）。【60 歳代女性】 

 

後継者が都会で生計を立てると帰郷することも難しく、墓を守っていく事

も出来なくなる。後継者の元へお墓を移せることは望ましが先は不明。合

葬墓、必要とも思うが遺骨がバラバラに埋葬される淋しさと違和感がある。

共同納骨堂では限りがある？【60 歳代女性】 

 

・（問８．10 その他）家族、親族との話し合いが大事。 

・親戚合わせて４つの墓の掃除をするのが忙しさに追われている中で大変

な時があります。【70 歳代女性】 

 

奄美（宇検村）で共同墓地を見ました。地域毎に共同墓地がありました。

最初はいい考えだと思いました。でも時間がたって今は土地柄（山が多い。

ハブがいる。）も違うし、将来的に人が減ってくると問題が生じてくる可能

性があります。この問題は慎重に考えるべきだと思います。【70 歳代女性】 
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本家の墓がありますが、将来守れる子供がいません。自分たちもしばらく

利用できても墓が無縁仏にならない保証もなく、しばらくは入墓しても自

分達が生きている間に合同墓に入れる事によって将来まわりに迷惑をかけ

ないようにしたいと思います。【70 歳代女性】 

 

結論から言えば、喜界町の合葬墓（碑石）に賛成です。各自が墓を建てる

時代を終え、生まれ育ったあるいは自分は喜界島の地でならないと思いを

込め続けた方々を合葬墓（碑）で永久供養参りが、年１回（以上）可能な

組織作りがあればと望んでいます。【80 歳代以上夫婦】 

 

ゴミの山、水道近辺とても気になります。以前「各自持ち帰るように」立

札をしましたが効果ありません。【80 歳代以上女性】 

 

①共同納骨堂については賛成だが、②合葬墓（今まで知らなかった）につ

いては反対です。③永遠に供養してくれる納骨堂なら賛成（だれが維持管

理するのか）です。④生前に仲の良い人とは良いが、仲が良くなかった人

（親子・義親子・兄弟・義兄弟・親族）との共同納骨堂はどうするのか？

【70 歳代男性】 

 

墓の対する町民の考え方も変わってきている。共同納骨堂のような施設は、

ある時期を境に急激に需要が高まるのでは。個人的には公設民営がよりよ

いと考えます。【50 歳代男性】 

 

①喜界町に墓はありません。②先祖からの墓が大阪市内と鹿児島市内にあ

りまして、今年鹿児島市内の墓を 墓じまいして大阪市にまとめました。③

大阪市内の墓とは○○寺という寺の納骨堂です。一定年数の骨をまとめて

骨仏像を作っています。したがって取り出すことができません。【80 歳代以

上男性】 

 

大変重要な企画だと思います。アンケートのみで終わらせることなく現実

のものへとなるよう実現の方向へと歩んでほしいです。今後必須になると

思う。現時点で望んでいる人もあるようです。【70 歳代女性】 
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身寄りのない方が亡くなり行政が火葬してくれました。その方の遺骨は本

人の墓に納骨してありますが無縁墓になっています。周辺の環境にも影響

が生じると思い、何等か対応できないでしょうか。難しい事ですね。【70

歳代男性】 

 

今年１月３日に東京から先祖の墓を探しに来られましたが、分からず帰っ

てしまいました。九十年前の墓だそうです。私はまったくの他人ですけど、

あっちこっち墓の案内はしましたけど。【70 歳代女性】 

 

現状では必要ないと思う。年々人口が減っては、やむを得ないときが来る

かもしれない。町が滅びる前にプラスに考えて町政で食い止めて欲しい。

【70 歳代女性】 

 

兄弟、甥、姪が島外在住者の為、自分の後に墓守りをする人がいない。【50

歳代男性】 

 

現在は困ったことはない。今後の意見として各家庭事情は様々にあり、独

居の方、存続の困難な方もあり、共同墓地は今後必要と思います。【50 歳代

男性】 

 

各集落、空き家が目立ってきている現状では、お墓を管理する家族がいな

い、につながると思います。高齢化社会の為、集落での管理は限界がある

と思いますので、役場（町）管理で検討いただけたらと思います。島での 墓

じまいして引っ越してしまえば、完全に自分の生まれ育ったわが喜界島を

はなれることになります。共同納骨堂があれば、自分の故郷に帰る目標が

持て、ご先祖さまに対する思いが、これからの自分達の生きがいにもつな

がると思います。ぜひ、ご検討をいただけたら島をはなれたくない喜界島

が大好きな者にとっては、大きな、大きな生きがいになると思います（む

こうの世に旅立っても島にいたいという思い）。【70 歳代女性】 

 

各集落に合同墓をつくってほしいですね。そうする事で都会から墓参りに

来ることで島も少しにぎやかになることと思います。ぜひ、実現に向かっ

て頑張ってくれる事を願っています。【70 歳代女性】 
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何でも作って便利になればいいというものではない気がする。「祖先を敬う」

事の大切さもわからないといけないと思う。家によっていろいろ違うし、

できる人は今までどおりできると思うし、できない人が（必要だと思う人）

が個人個人考えればいいのではないかと思う（そういう人たちが一緒に考

えたらと思う）。自分は合同墓には入りたくない。共同納骨堂は、各宗教に

よって違うだろうし、現在、共同納骨堂を持っている所もあり、利用して

いる人がいると聞きます。【50 歳代女性】 

 

宗教ごとの納骨堂がほしい。【70 歳代女性】 

 

（問８）町営・公営の必要なし。島内に既に納骨堂（浄真寺）があるので、

その利用を検討してはどうか。 

（問 10）それぞれの親族で決定を【60 歳代男性】 

 

（問 10）亡くなればどちらでも構いませんが、生きている時に考えるとな

ると他人と一緒は、違和感があります。【50 歳代男性】 

 

自分が生存している間はお墓の世話もできるが、将来、誰が世話をするか

不安である。他人に迷惑をかけるのも心苦しい。共同納骨堂の必要を強く

感じている。【70 歳代女性】 

 

町で検討している事はありがたいです。【70 歳代男性】 

 

新しい墓は高くて作れないです。【70 歳代男性】 

 

共同納骨堂はぜひ公営にしてほしい。【70 歳代男性】 

 

喜界島だけでなく今後は日本全体の問題になってくると思います。ぜひ、

将来に向けてこの件についておし進めてください。【80 歳代以上男性】 

 

高齢化が進み子供たちは島外で生活をし、又は育っているため、墓の持ち

主が少しでも分かっている今、一刻も早く進めた方がいいと思います。そ

して、その子・孫たちが手を合わせに喜界島に観光をしながら来てくれる

こともあるのではないでしょうか。【60 歳代女性】 
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お墓が遠いところにある。【70 歳代女性】 

 

集落は過疎化が進み無縁墓が多く見られる。親戚の人が２、３カ所掛け持

ちで見ているが高齢化が進み困難である。【80 歳代以上男性】 

 

お墓をこれから建てる予定はあるが、後々自分の下の世代が引き継ぐこと

ができない状況がくるかもしれないと思うと、身内のだれかにしてもらう

ことが、負担にならないか心配。のちのち合葬となるのではなく、永代で

納骨堂に入られるのが私個人の理想です。子供がいない場合３３回忌が終

わって合葬までしてくれる人がいるかわからないし、生きているうちに全

ての手配を終えておきたいからです。さらに理想を言えば各集落に作って

ほしいです。【40 歳代男性】 

 

今全部で５つの墓を見ています。親戚のも入れてですが。私たちには子供

がいないので、これからの墓についてとても心配しています。死ぬ前に 墓

じまいした方が良いのではと思っています。親戚の方にみてもらうのはど

うかと思います。これからの子供たちはなおさら墓についての思いはなく

なっているのでは。合葬墓を２つ程、まずは作れないでしょうか。【60 歳代

男性】 

 

近年、核家族化と高齢化、未婚化で引き継ぐ方がいない家庭もあると思う

ので、こういった施設は必要だと思います。【30 歳代女性】 

 

今の所悩みはない（墓参りすることのみ）。【60 歳代女性】 

 

知人の墓の横に２つ放置されている墓がありますが、どうしたらよろしい

のかな。【70 歳代男性】 
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個人的には必要ないと思っていたが、島内他集落や全国的話題になってい

る「 墓じまい」を見聞きする度、将来のことを考える次第です。周囲の方々

からも次のような意見を聞きました。 

①子どもたちも島にいないので、将来は長男が住む所へ墓も移す事を検討

中。もし、集落内せめて旧校区（中学校）内に共同墓があれば有り難い。

湾の浄真寺は遠い。 

②「学校跡地利用」として旧校区で共同墓地を管理できないか？ 

③空き家の問題も深刻だが「 墓じまい」は、故郷喜界島との縁が完全に切

れることなので、「関係人口増に向けた取組み」にも影響する問題では？ 

 以上の事から私見ですが、希望する方々から利用できる施設建設が必要

ではないでしょうか。例えば、旧小学校区で共同納骨堂もしくは合葬墓。

費用と管理が問題となりますが、宇検村の例が参考になるかもしれません。

（集落内 20 万円／戸、島外３０万円／戸、村から５００万円）【60 歳代男

性】 

 

私達夫婦は子どもがいないので深刻な問題として考えている。以前、役場

に相談に行ったことがあるが是非実現してほしい。私も先が見えているの

で一日も早い結論を望む。【60 歳代男性】 

 

都会での生活が基盤となり、郷土に思いを馳せながらもお墓を管理する人

が居なくなり、仕方なく郷土から都会へお供する方々が年々増加傾向にあ

る。ご先祖のお墓があるから「高祖祭、お墓参り」に帰省するが、無いと

なれば兄弟姉妹でも郷土から離れて遠い存在になるでしょう。この様な諸

事情を考慮し「共同納骨堂」等の計画を望んでいます。【60 歳代男性】 

 

親戚に一人暮らしの高齢の女性がいます。現在、入院中ですが、もしもの

時にどうしたら良いか悩んでいます。本人はお寺さんに永代供養を頼んで

あると言っていますが、手続きはまだしていないようです。もし、町で共

同納骨堂の計画があるのであれば、お寺さんの永代供養の件は、急がずに

ゆっくり考えてみた方が良いのかと思ったりしています。【60 歳代女性】 

 

 

 



 

7 / 16 

 

毎月のお墓参りに加え伝統行事等を守っていくのは、残された人達の宿命

だとは思いますが、大きな負担となっているのが現状ではないでしょうか。

私は自分がどうしたいのか十分話し合う機会を持ちたいと考えています。

親族が島にいない方達にとっては「共同納骨堂」は必要だと思いますし、

将来利用する方が増えてくると思います。「合葬墓」も本人が望んでいると

すれば、親族も受け入れるべきだと思いますし、望む方達も増えてくるの

ではないかと思います。【60 歳代女性】 

 

 

・集落が違うため○○までくるのが大変と言われたことがある。 

・集落によってウヤンコーの時間が早いため、大変。夫婦共働き世帯にと

っては休めない。高齢者が増えているので、墓近くに木など台風で倒れた

場合の撤去なども大変。 

・若い年齢の方が島外へ行き、島に戻ってくる時、いつ戻ってくるか分か

らないので墓も見る人がいなくて放置されている墓もある。共同納骨堂が

島にあるならば、利用する人も増えるのではないか。島外で利用したとい

う人もいる。集落が違うと中々見に行くのは大変かと思われる。【40 歳代男

性】 

 

共同納骨堂アンケートに９２の老婆は大喜び。12/20（日）心身ともに癒や

され安心して天国に召される日迄、生きる幸福を感じました。有難うござ

います。ぜひ、お願い申しあげます。【80 歳代以上女性】 

 

各集落に納骨堂が出来るのであれば大賛成です。【80 歳代以上女性】 

 

現在都会に住んでいる身内のお墓を管理していますが、将来的に合葬墓に

しようかと思案している処です。【80 歳代以上男性】 

 

私は女姉妹で三番目で喜界島に生活しています。現在、主人の墓と私の方

の墓と二カ所の墓を見ています。６０代で未だ元気で、二カ所の墓を管理

するには大丈夫ですが、あと何年か先の事を考えてしまいます。【60 歳代女

性】 
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現在次男の私が墓を見ていますが、後継者いなく女子親族と話し合いを考

えています。又、相談センターとかありましたらよろしく。【60 歳代男性】 

 

お墓を引き上げた墓石が墓地に放棄されていて、景観も悪いし他人が触れ

られないのでなんとかならないか。【60 歳代男性】 

 

今、悩んでいること。水道がないことです。現在６件の墓がありますが、

みんなで分けようと相談したのですけど、たとえ千円の金でもだめで、水

を持って墓を洗うのが大変困っています。共同納骨堂は賛成ですが、やは

り費用の面が心配です。子供に負担をかけないようにしたいです。私ども

は、祖先の墓は永代供養し、私達は散骨しようと思っていました。私が元

気でいる限り頑張ってみていくつもりです。【80 歳代以上男性】 

 

早急な対応が必要。【70 歳代男性】 

 

現在は兄弟でお墓の管理をしているが、その後を見る人がいないという状

態。問題は深刻なのだが、それがかえって話し合いを持てないというか、

考えたくないという、うやむやな状態で困っています。今回のアンケート

を通して、少しでも将来に向けての話し合いのきっかけになるかと思って

います。【60 歳代女性】 

 

・子供たちが島に帰らない（仕事がない）。 

・跡継ぎがいない（男の子供がいない）…等で将来的に墓を見る人がいな

くなる世帯が増加する（地方はどこでもそうでしょうが）。高齢者は不安を

抱えながら世を去っていくのではないでしょうか？ 

※せめて共同納骨堂だけでも先に整備すべきだと考えます。 

※島にはお寺もありますので考え方次第ではありますが…。【70 歳代男性】 

 

町営でしてくれたら…。【70 歳代男性】 

 

高齢になり掃除に苦労をした。【80 歳代以上男性】 

 

将来的には可能性はありますが、どの家のお骨か分からなくなるのが嫌か

な。時代の流れかな。【60 歳代男性】 
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可能であれば集落ごとにあったらと思う。【60 歳代女性】 

 

半世紀過ぎたら改葬して土に返す。【70 歳代男性】 

 

現在および今後は考えなければならない問題となることが目に見えている

が、それを進めたり、問題として集落全体で話し合っていくべきです。区

長さんは大変でしょうが、提起して進めていただきたい。【70 歳代男性】 

 

本家の墓は神戸に引っ越し、今現在主人の父（母の兄）と亡主人の骨が納

骨されています。亡父と主人からは、島の海に散骨をと言われておりまし

たが、私の母の反対を受け、現在に至っております。島の風習の旧暦１日

と１５日の墓参りに、とても納得できなくても一応努めてはいても、そん

な自分が嫌になったりで、１５日のみ墓参りしています。６０過ぎの私で

さえ負担なのですから、子供たちの時代を考えると無理なのは想像できま

す。老人ホームに入所している母が亡くなれば散骨をと、決めていました

が、共同納骨堂や合葬墓ができれば子供たちとも話し合っていきたいと思

います。【60 歳代女性】 

 

現在の状況からみると 

・宇検村の大規模な納骨堂ではなく、各集落単位の納骨堂が適当かと思わ

れる。しかしながら、将来的には集落人口が減少してくると、集落が管理

できるのか。それを考えると将来的には合葬墓が必要になってくると思わ

れるが、まだ合葬には違和感があります。将来ではなく現実的なこととし

て子供たちと話題にすることも必要ではと思います。【60 歳代女性】 

 

共同納骨堂等の必要性は住民は誰でも考えていることです。 

①費用 ②管理運営について ③場所を良く考慮する必要がある【70 歳代

女性】 

 

子供たちに墓の面倒を見せるのは、現実的に厳しいし（島外に居るので）、

永代供養となると金銭面で大変なので、ぜひ共同納骨堂ができると有難い

です。高齢になると車も乗れなくなり墓地まで行くのに遠いので墓参りが

大変だと思います。【60 歳代女性】 
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（問１０）将来的には分からない【80 歳代以上男性】 

 

集落の墓地が存在しているが、過疎化により管理者が減少し荒れて墓地の

機能が低下するのを危惧する。【70 歳代男性】 

 

子や孫たちが島に帰って生活出来るだろうか？島に帰って働いて生活出来

たらこの心配をしなくてもいいのかな？島で生活しておれば島に帰って島

の墓に入ろうかと思うかも？【70 歳代男性】 

 

実家の墓、それに伯父の墓、地方の人で墓に関心を持っていない人の墓な

ど四カ所の墓参りをしています。私が元気な間はいいと思いますが、子供

たちにみて貰うとなると、仕事をし、子育てをしながらは無理と思うので、

共同納骨堂に入れ、回法要が済んだ後は合葬墓で良いと思います。最初か

ら、合葬墓もいいかと思ったりしています。喜界町の管理が良い。【70 歳代

女性】 

 

どうして今頃その様なアンケートを取るか理解に苦しむ。【70 歳代男性】 

 

①故人は喜界島が大、大好きで３０代で U ターンし島に根をおろした。故

人は分家の分家で墓がなく、子供たちも島を離れての生活。今、故人の為

にお墓を建ててもこの少子化の中、いろいろ難しい。そこで故人は散骨（海）

を希望したが、遺族はふん切りがつかない。共同納骨堂が実現できたら、

故人も何十年後かには喜界島の土となり満足だと思う。又。子孫も先祖が

眠るこの島へ足を運んでくれるものと思っている。島にも、共同納骨堂、

合葬墓が実現することを希望します。 

②私自身、島を離れても生活歴がないので、島で終わり島の土になりたい

と思う。【60 歳代女性】 

 

 

 

 

 



 

11 / 16 

 

14、5 年前から宇検村の共同墓地を見学してきた人が何人かいて（私もそ

の中の一人）、島でもそういう共同納骨堂が出来たらいいのにと女性の友達

間で話し合っていましたが、行政の方にもその話しをすることが出来ず悩

んでいたら、２、３年前から浄真寺が納骨堂を建てる事になり、昨年完成

したので購入することができ、安心いたしました。また、他の方々にも共

同納骨堂や合葬墓があったらと願っている人は沢山いると思います。もっ

と早く検討してほしかったです。【70 歳代女性】 

 

私自身は、墓は必要なく、散骨で充分と考えております。人口が減少して

土地に余裕が出来てくれば、省エネの面からも風葬の復活がベストと思い

ますが、死が日常からこれだけ遠ざけられている事を考えると、ちょっと

無理かなと思います。【60 歳代男性】 

 

世代交代前の回答である。【80 歳代以上男性】 

 

若者が減少していく現状の中で、無縁墓となり放置される墓も増えてくる

と考えられる。共同納骨堂、合葬墓はすでに実施されている地域もあり、

喜界町においても必要不可欠と思う。【60 歳代男性】 

 

①まずは、老人の墓参りの距離的負担を考えて集落単位に、※神道及び仏

教に分ける？ 

②将来的には町内数カ所に、※合葬墓の旧暦１日、１５日の墓参りは神官・

お坊さんに。各自宅に位牌があるので各々が自宅でお参りしている。【60

歳代男性】 

 

・浄真寺の共同納骨堂を購入したが、５０～７０万円であり、一人暮らし

の高齢者など、負担が困難な方もおられると思うので町営の格安での納骨

堂が必要ではないか？浄真寺もいずれ満杯になることが予想される。 

・少子高齢化は、今後一層深刻になっていくことが危惧されるので、町と

して責任をもって共同納骨堂や合葬墓の管理・運営すべきではないでしょ

うか。【70 歳代男性】 

 

 



 

12 / 16 

 

とても身近で将来の不安を持っていたので、とてもタイムリーなアンケー

トをありがとうございました。だんだん親族が少なくなり、１つのお墓だ

ったのが２カ所、３カ所と増えてきています。何カ所も墓参りも年齢が上

がると大変になってきています。共同納骨堂から合葬墓へ移行ができると

いいと思います。将来子供たちが選択できるといいなと思います。早々、

方向性が決まるといいなと思います。ありがとうございます。【60 歳代女性】 

 

以前、７墓管理し、１墓はお墓の引っ越しをしましたが、現在６墓管理し

母の親元（祖先）、父の祖先を管理し皆都会生活帰って墓守する予定もなく

ぜひ合同墓が出来れば、それにこした事はないです。ぜひ町としても思案

してほしいです。（共同納骨堂）（宇検村で見学しました）【70 歳代女性】 

 

島内にあるのか？費用は？永久的なのかどうか？細かいシステムが？です。

【60 歳代女性】 

 

島外にいる親せきの墓（２基）も見ています。持っていっていただきたい

のだが、話が進んでいない。【50 歳代男性】 

 

墓じまいしたら、墓石の処分まで責任をもってほしい。（例えば、砂地まで

に処分するとか）現在、墓じまいしたら、そのままの状態で放置してある。

【60 歳代男性】 

 

分家（初代）子の無い人にとって究極の悩みはこの問題だと思います。い

ずれ将来的には町営・民営でも永代供養の施設があればと願うところです

（有料の…）。【60 歳代女性】 

 

多額のお金を掛けて建てた家もあると思われます。お墓にまでは行きすぎ

ではないでしょうか？今横だおしになっているお墓は町があとしまつをす

るのですか？【70 歳代男性】 
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近年、島内の高齢世帯であるとか、病弱で定期的な墓参りが出来ない等の

理由から、やむを得ず「永代供養」に移行した方々がいるのも現実です。

今後、「永代供養」を希望する方々が更に増加することが予想され、特に５

０代・６０歳代の独り身が多いことと相俟って後継者もなく、今後の「お

墓」の維持管理は、かなり深刻な状況下にあると言えるでしょう。また、

諸般の事情で終の棲家に喜界島を選択しない方々も数多く散見され、今は

やりの「墓じまい」により骨揚げをし、各々の生活圏へと引き揚げる実例

もあり、時代の趨勢とは言え、考えさせられる大きな課題であると思量す

る。更に人口減少が進むであろう十数年後、集落は疲弊を飛び越し消滅が

危惧される中、今後、集落運営は困難を極めるのではないか。いずれにせ

よ、早急に行政や地域全体で知恵を交換しながら「共同納骨堂」の建設実

現に向けた総合的な方策・方向性を編み出して行くべき時期ではないかと

考える一人です。今回、行政が主体的になり町民のご意見を幅広く聴取さ

れることは、大変意義深いものです。【70 歳代男性】 

 

将来子供達が帰ってくるか分からない。共同墓地は、島に１つでいい。で

きれば墓地公園がいい。島民墓地で。公園にすると人が集まってさみしく

ないから。【80 歳代以上男性】 

 

手元供養や散骨葬を考えています。【60 歳代女性】 

 

以前、宇検村の共同墓を見た事があります。私達の将来、あのような過疎

地になると必要になってくるのでは？と思います。【60 歳代女性】 

 

各集落に設置するのでしょうか。【70 歳代男性】 

 

・墓が高台にあるため、年を追うごとに、参拝が難を感じます。・移動した

くても、適当な墓地が見当たらない。【70 歳代男性】 

 

従兄弟に頼まれて、祖父母の墓を管理している。ひきとるつもりは、ない

らしい。その墓は、まぐめ一墓になっていて、相手の身内は島にいない、

連絡先も知らない。そこまで面倒はみれない。はやく作ってほしい。今な

ら探しだせるかも。【50 歳代女性】 
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・少し抵抗感はある。・今後の管理の不安（引き継ぐ者が喜界島にはいない。）

【70 歳代女性】 

 

・個人個人でかってに墓を建てこまっています法令で一ヶ所にしてほしい。

【70 歳代男性】 

 

・骨壺は親族別にしてもらえたら良いのではないでしょうか。・各集落に共

同墓地を作ってはどうでしょうか。ウヤンコウの時に、お参りがしやすく

なる。【60 歳代女性】 

 

島外で死亡し本人が喜界への分骨を望むことが考えられるので、合葬墓も

必要と考えます。【70 歳代男性】 

 

・今の処別になし【60 歳代男性】 

 

母方の墓を見ていますが本人も９０才以上でどうしようとも考を話した事

もありませんので私８０才代でこれからの事が心配しています。子供達も

島に住んでいないので共同納骨堂が出来れば幸に思います。よろしくお願

申し上げます。【80 歳代以上女性】 

 

後継者がいない【80 歳代以上女性】 

 

平成１８年に宇検村の共同納骨堂の視察に行きました。各集落で管理され

ていて感動しました。これからは是非、必要だと思います。過疎化（老齢）

の中早い実現を願う者です。【70 歳代女性】 

 

ありません。合葬墓があれば助かります。近い所に墓があればお葬りも楽

しみの一つです。【80 歳代以上女性】 

 

共同納骨堂、合同墓は集落単位にするのですか。【80 歳代以上男性】 
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島は月に２回墓参りをする慣しがありますが、仕事を持ちながらの墓の清

掃維持管理は負担も重く感じます。ましては、子供の代となると、そこま

で行き届かないのではと思っています。共同納骨堂や合葬墓があると、そ

の負担も軽く本土にいても助かると思います。特に近年では、一人でいく

つものお墓を管理されている方も沢山いらっしゃいます。又、 墓じまいし

て本土にお骨を持ち帰る話しもよく耳にします。これから先、益々、墓の

管理は大変さを増していくことだと思っています。ぜひご検討下さい。【60

歳代女性】 

 

現在、実家含め３件を墓守りしている状況です。しかも、湾在住で墓は３

件とも志戸桶にあります。今は自分も健康で車も運転できますが、子供も

島におらず、先は誰が墓守りしてくれるかも不安です。島は、旧暦の１日

と１５日には墓参りもしなければならず、墓守りをするのも大変です。共

同納骨堂や合葬墓があればお参りしたいときにできるし、島にいない子供

たちの負担もだいぶ軽くなると思います。私の知人でも１人で数件を掛け

持ちで墓守りしている方が数名おります。将来的と言わず、急ぐべき案件

だと思います。ご検討の程よろしくお願いします。【60 歳代女性】 

 

内地の親戚から以前、墓守りを頼まれましたが、将来子供たちに迷惑をか

けられないと思い断った経緯がある。私の身近にも複数のお墓を管理して

いる方がいます。お墓事情は将来の子供たちにかなり負担がくる事と思っ

ている。【60 歳代女性】 

 

・将来にわたり墓の管理が問題になる（後継者）。 

・高齢になって、墓そうじが難しなる。 

・新しく墓をつくる負担が大き過ぎるし、作っても後々管理する人がいな

い。【60 歳代女性】 

 

・宇検村の場合、集落別に共同納骨堂があり集落で管理している。参考に

してみては。 

・建設には億単位の金がかかります。 

・現在の墓を管理する方法はないものだろうか？【60 歳代男性】 
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島で生活することになり、当時は義母がいらっしゃったので見聞し、島風

習ともいえる諸生活をすすめてきました。その中から、墓を守り、参り、

祭り・祀ることに対し、形をとることはできましたが、心からの思いで行

えているのか自身を思慮することもありました。当時、義母は先立たれた

方、墓守りのない方、島外に引き上げた方など、複数の墓を守り、墓参り

をされていて、嫁である私に引き継ぎたい、島は皆そうして引き継ぎ続け

て来たことからの様でした。私は自身が経験した墓を守ること自体は自然

に行えるのですが、誰かに託していく場合、身内ができるならよいが、で

きなくなることも考えると、墓のありようの選択肢があることが望ましい

と思い、このアンケートで共同納骨堂を町政策としてすすめて頂けるよう

希望するものです。【70 歳代女性】 

 

各集落に共同納骨堂の設置をぜひ進めていただきたいと願います。併せて

合葬墓の設置も検討いただきたい。【40 歳代男性】 

 

今回の件に限らず、高齢化・少子化が進んでいく中で、様々な意見を参考

にするこのようなアンケートを町民に投げかけ、町の将来について皆で方

向性を探っていけたらいいと思います。ぜひ、次のアンケートも実施して

ほしです。【50 歳代男性】 

 

お墓と他地区に移転した（引っ越した）跡地に旧墓地が散在したまま残さ

れているのが往々にして見受けられる。その跡地に雑草、雑木が繁茂し又

ゴミが散らかっており、近隣の墓主が月々のお墓参り、お盆、高祖祭等の

墓参時に障害となっている様である。移転後の墓地の後始末は必ず整地し

てほしいものである。【80 歳代以上男性】 


