
No. カテゴリ 実数 %
1 ある 365 38.6
2 ない 408 43.1
3 どちらとも言えない 173 18.3

946 100

No. カテゴリ 実数 %
1 知っている 218 23.0
2 知らなかった 728 77.0

946 100

水月霊園 墓地管理に関するアンケート 集計結果

Q1.継承者がいないなど、将来のお墓の管理に不安がありますか。

Q2.墓地使用を永続的に継承するため、生前に継承許可を得ることができることをご存知ですか。
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■実施期間 平成２４年７月１０日（火） ～ １０月１日（月）

■配 布 数 ２，４３７枚

■回 収 数 ９５２枚

■回 収 率 ３９．０６％
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No. カテゴリ 実数 %
1 希望する 414 45.9
2 希望しない 487 54.1

901 100

Q3.継承者がいないなどの理由から、管理料を事前に何十年分支払ってでも、町における管理を希望しま
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■実施期間 平成２４年７月１０日（火） ～ １０月１日（月）

■配 布 数 ２，４３７枚

■回 収 数 ９５２枚

■回 収 率 ３９．０６％
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No. カテゴリ 実数 %
1 10年未満 57 14.0
2 20年未満 76 18.7
3 30年未満 63 15.5
4 40年未満 14 3.4
5 50年未満 39 9.6
6 永年 157 38.7

406 100

No. カテゴリ 実数 %
1 お寺にお願いし永代供養してもらう 235 26.5
2 無縁墓に移してでも、町で管理してほしい 129 14.5
3 無縁墓でなく、町で納骨堂を建設いただき管理してほしい 453 51.0
4 その他 71 8.0

888 100

Q4.問3で「希望する」と回答した方にお聞きします。どのくらいの期間の管理を希望しますか。

Q5.お墓の維持、管理ができなくなった場合は、使用者が墓石を撤去することになりますが、その後はどの
ようにお考えですか。
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お寺にお願いし永代供養してもらう
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４ その他
継承許可を得て継承する。

子供・兄弟と話をしてみる。

撤去しないで、個人の所有のまま無縁墓にしてほしい。

子供が6人いるので必要ない。

現段階では不明。

後継ぎがいるので考えたことがない。

子供がいるので感じたことはない。

使用していない。これからも使用なし。

今から何も申し上げられません。

可能性のない家庭で答えなし。

わからない。

わからない。

現在埋葬者はなく未使用です。状況により墓石建立は思案中です。

管理できなくなった時の状態で考える。

わからない。

合葬式墓地に埋葬。

東京でお骨を納めたい。

町にお任せします。

先のことはわからない。

そうならないうちに墓の処理をしておきたい。

骨を壺から出し土の上にしてある。
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14.551.0

8.0

(n = 888)

お寺にお願いし永代供養してもらう

無縁墓に移してでも、町で管理してほしい

無縁墓でなく、町で納骨堂を建設いただき

管理してほしい

その他
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合葬墓地。

散骨。

地元の墓地へ移動する。

考えていない。

わからない。

まだ考えていない。

他の墓地に移します。

墓石を撤去する所がない。初めから知っていれば、木にする必要あり。

子・孫に継承する。

子どもがきっとみてくれる。

合葬式墓地を整備していただいて、そちらに編入させてもらえればと思います。

今の場所で今の形で。

墓石なし木を主とする公園を安価に。

わからない。

わからない。

継承者の判断に委ねる。

我が家はまだ若い家庭なので、しっかりした話がまだできない。

今の時点では考えがまとまらない。

まだ考えていない。

長男が後継ぎをしてくれるので。

現状では判断できない。

わからない。

今のところ子供・孫がいるのでよい。

継承者がいるのでそこまで考えていない。

わからない。

それで終わりにしてもいいです。

今は決められない。

子・孫に期待するのみ。

継承者あり。

管理ができなくなった場合で考えます。

撤去不可。

後に残った者にまかせる。

3

No. カテゴリ 実数 %
1 必要だと思う 516 55.5
2 必要ないと思う 128 13.8
3 わからない 286 30.8

930 100

Q6.お墓を管理、維持できなかったり、経済的事情からお墓が建てられない方を対象に、複数の故人を共同
で埋葬する「合葬式墓地」の整備を進める自治体が増えています。このような合葬墓は水月霊園に必要だ
と思いますか。
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No. カテゴリ 実数 %
1 管理が容易である 341 67.3
2 継承者がいない 263 51.9
3 金銭的負担が少ない 244 48.1
4 その他 28 5.5

507 100

４ その他
人は土に帰るべきだと思う。

継承に不安があるから。

合葬の希望者が増える。

独身主義者が増える今後、これから先はなお必要となると考えます。

自分の代は息子がいるのでいいとしても、その息子の代にはどのようになっているかと思うと。

現在の管理方法でよいと思う。

多様化した社会となり、従来の方法で対応しきれないくらし方があり、新しい発想が必要と思われます。

無制限に墓地が増える。

Q7.問6で「必要だと思う」と回答した方にお聞きします。その理由は何ですか。
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納まるところが決まっている安心感。

どの家庭でも、その問題はあるから。

将来のことはわからない。

継承者がわからない。

今は良いが将来そのような問題が生じるかもしれない。

管理できない弱者に対して町で行うのは当然。

土地が有効利用でき合理的。

継承者がいつまで続くかわからない。

次世代に迷惑掛けたくない。

管理されないお墓については、公社が合葬し、新しくお墓がほしい人に使ってもらうべき。

子どもはいるがその先が不明。

人道的見地から。

各家族が少なくなるため。

土地の有効活用ができる。緑を残して使える。共有の使用なので、その周辺を憩いの場にできる。

宗派にとらわれず、良い事だと思う。

子どもはいますが、その後のことも考えて。

子ども達に負担を残したくない。
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No. カテゴリ 実数 %
1 共同埋葬には抵抗がある 64 51.2
2 お墓の継承に不安はない 50 40.0
3 その他 11 8.8

125 100

４ その他
合葬式墓地はお寺で行うべき。

共同管理は永代的には難しいのではないか。無縁墓扱いが適切と思う。

現在の管理方法でよいと思う。

抵抗はありますが、これからは必要かも。

その一族が生きたあかしでありますので。

遠方より墓参に行き、上諏訪駅よりタクシーでお参りする間、メーターを止めるようにはできないでしょうか。

日本の文化上そぐわない。

宗教問題。

身内以外でも継承を認めるべき。

地域開発公社の当初の主旨と契約が違う。

別に水月霊園でなくてもよい。

そこまでやる必要はないと思う。

他にも墓地がある。

Q8.問6で「必要ないと思う」と回答した方にお聞きします。その理由は何ですか。
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今は考えられない。

No. カテゴリ 実数 %
1 賛同する 336 36.3
2 賛同しない 219 23.7
3 わからない 371 40.1

926 100

Q9.今までは、亡くなった方のお骨は、お墓に納めるのがあたりまえでしたが、お墓以外の選択肢として、自
然に還りたいとのことから、散骨あるいは樹木葬を希望する人が増えてきましたが、このことについてどの
ように思いますか。
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問１０．霊園管理についてのご意見・ご要望

１．アンケートを踏まえた今後の墓地管理の在り方について

（ａ）管理料前納に関する回答

お墓を建てたいが、問 3-1 ができればいいと思い、役場のアンケートの結果のその先を早く知りたいです。お墓を

建てたいのです。70 歳になるのです。

いつお墓参りしても、きれいに清掃されていて大変ありがとうございます。今後管理料が上がった場合、事前に

50 年永年にしたいときはどのようにしたらよいのでしょうか。急ぐ訳ではありませんが、不安になりますので良い

方法がありましたら、教えていただきたいと思います。

墓地を管理していただきありがとうございます。もしよければ、後の子たちのために管理料を一度に納めたいと思

いますので、考えていただければと思っております。

管理費の前払いは来年度からでもやりたいと思います。

町の住民であっても、継承者が続かないという理由で金銭で前払いしても、それはやがて限界が来るので、問 5・

6 のような事は必要だと思う。その場合一定の納付金などは必要だと思う。

平成 17 年に継承者がいないためご相談に上がりましたが、納得するお答えが得られませんでしたが、この度墓地

に関するアンケートをお送りいただき嬉しく思います。私の一番の希望は管理料を事前にお支払いして永年を切望し

ますが、いか程納入申したらとお伺いいたしたいところです。去年、高齢ですので知人に無縁墓を見てきていただき

ました。きれいにさっぱりと整備されておりました様子に、町での行き届いたお心と管理の程、感謝申し上げており

ます。なお、改めてアンケートをお送りいただきありがとうございます。安堵いたす良い結果を願って。

（ｂ）合葬式墓地に関する回答

継承に不安があるので、合葬式墓地や自然葬を検討していただければ選択肢が増えると考えます。

霊園は急坂の山間地ですので、高齢になると墓参りもままならない。町で納骨堂を建設されることになった場合は、

赤砂崎などの平地にお願いしたいと思います。

遠い将来お墓を管理・維持できなくなる事もあるので、共同の合葬式墓地を希望します。毎月お墓参りに行きます

が、いつもきれいに管理されていて嬉しく思います。管理人さんのお人柄・性格が表れていて、お礼を申し上げます。

早く結論を出してください。私は合葬式でもよいと思っています。納骨堂の建設を希望する。

これからますます、時代の流れとしてお墓の問題は多様になってくると思います。合葬式墓地は必要と思います。

身近に、生活費も厳しく、老いて一人墓地の心配をしている方がおり、生前に何かしらの方法を相談し、決めておけ

れば安心だろうにと思っておりました。継承者のおられない方等も、納得できる様な、明るい素敵な建物をぜひ。

今後継承者などの問題から、共同埋葬などが必要となってくると思うので、整備の検討をお願いしたいと思います。

私も 70 歳を過ぎました。お墓のことは心配しています。無縁墓になるかもしれません。プランとして、大きな穴

を掘りまして、無縁墓の人を全部一緒にしてはいかがでしょうか。それでもよいと思います。

昔と変わって、一ヶ所に永住することが難しく、私共も墓はありますが、遠いとなかなか参拝ができないので求め

ました。どこかで安心しています。ありがとうございます。これから子どもの数も少なく、後のことが心配でした。

モニュメント等も考えに入れていいと思いますし、無縁墓も町で後々よろしくお願いしたいかと思います。

少子化・独居・身寄りのない方々が多くなっている。安い料金で永代まで納骨できるように考えていただきたい。

継承できなくなった墓の使用は公社で撤去することになると思うがこの方は無料で町の納骨堂を建設して、ここにお

願いできるように検討されたい。

合葬式墓地で、墓誌に名前を刻むことで大勢の方がお参りできる方法を希望します。

様々な事情により墓を持てない人のために、合葬式墓地は必要であると思います。また、墓地は持ったが継承者が

いない人のために、生前に一定の年限を定めた永代供養の方途も必要と思います。アンケートの結果に関わらず、こ

れが社会の趨勢であると思います。早急な取組を希望します。

問 2について詳しく知りたい。これからの霊園には、合葬式墓地は常設すべき時代が必ず来ると思う。問 5 の該当

者の利用の希望も多いと思います。早急に企画され整備を進めていただきたい。

継承者がいない人の場合は、使用者で一括してお墓を撤去した後、提案にもある合葬墓地を町が建築していただき、

遠方の子ども達が来た時に、故人の顔写真と遺骨が自動で出てきてお墓参りできるようなシステムにしていくとよい

と思う。都会では、墓地問題などもあるので、立体駐車場のようになっている共同墓地を採用している地域があるよ

うです。一度ご検討ください。費用は遺志金などを使用して。

いつもお世話になっております。アンケートでも問題になっている、我が家も私は嫁に出ている身のため、私が生

きているうちは、供養させていただきますが、子どもの世代になると、知らない人のお墓になってしまい、納骨堂が

あればよいと前から思っていました。ぜひお願いしたいと思います。
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納骨堂を建設していただきたい。山は墓石を置くところではない。早く緑の山に戻していただきたい。

合葬式墓地、とても良い事ですので、町としても一日も早く進めてほしいと思います。私共も継承者がいないので、

賛同いたします。

少子高齢化が進んできたこれからの日本地域社会の中では、アンケートの中にもありますように、継承者がない問

題が目前に起こりうることが推察いたします。問 6 にもありますように、モニュメントは関心あります。問 9 の散骨・

樹木葬などと共に考えられるものについては同感いたします。よろしくお願いいたします。

水月霊園にも管理できていない墓が沢山あるのを見ました。使用料を納付なしの場合、何年間そのままでいられる

のですか。合同墓地は子どもが少なくなり、見守りができなくなるのは理解できるので、良い事だと思います。無駄

な墓地が出ないと思います。

今は継承者がいる幸せな霊園利用者も、家族の生活形態の多様化により、数年後あるいは将来的には無縁墓となら

ない保障はどこにもないと思います。また、今回のアンケートにより利用者の意見を集約したとしても、意見は千差

万別であり、あくまでも参考資料と考えるべきであると思います。よって、地域開発公社が他の市政運営を参考とし、

明確な方向付けをした上で、合同埋葬案への協力を利用者に求めることでよいのではないかと思います。具体的には、

納骨堂にせよ、合葬式墓地にせよ、モニュメント等に工夫を凝らし、公社が合同埋葬墓地の暗いイメージを払拭させ

る努力さえすれば、大勢の利用者から理解が得られると思います。すべてイメージの問題だともいます。いずれにせ

よ、最終的には町政が水月霊園の管理者となることには変わりがなく、決断は急務であると考えます。

埋葬に対する価値観の多様化と、人口の減少という現実を踏まえて、問いでもあった合葬式墓地や自然葬などを取

り入れていく必要があると思います。

問 6に関しては、主旨は賛同ですが、設立場所は他のところを考えてほしい。町民のアンケート結果をみて再検討

したい。

是非早急に合葬式墓地を整備していただきたいと思います。

墓地管理については各地で問題化されてよくテレビ放送されている。合葬式墓地や自然葬等、選択ができるように

整備するのも一つの方法と考えます。我が家も継承者がいないので、合葬墓や自然葬について賛成したいと思います。

お墓が一番上の方なので、お墓参りも大変です。町で納骨堂を建設していただきたい。私達の代ではよいが、私達

が死んだあと、子ども達がお墓を守ってくれるかわからない。

年々、継承者がいない家族が増えてきているので、その対応として、納骨堂などの施設を作り、遺骨が粗末に扱わ

れることが無いようにしてほしいと考え望みます。

当町のみでなく全国的に若い人は自分たちの生活でいっぱいのため、ますますお墓などに無関心の子ども達が増え

ると思います。そのため、当町も年々管理が大変になることと思われます。そのためにも、ぜひ管理が簡単な納骨堂

式にしていただきたいと思います。

継承者がいて、私達も健康なのでよくわかりませんが、団地式でも良いのではないかとも思います。継承者の気持

ちひとつだと思います。

合葬式墓地は早く実現させる必要があると思う。

最近は少子化が進み、継承者のいない家も多くなり、またいたとしても県外へ就職したりして、生活の拠点をそち

らに移して、帰ってこない人も増えています。何人かの知人と話すと、合葬墓に入って、子ども達には迷惑をかけな

いようにしたいという人が結構います。5～10 万円くらいを一度払って、合葬墓に入れてもらえればよいと思います。

それで永代供養していただければ、多くの人が利用させてもらえることと思います。ぜひご検討ください。

町で納骨堂を建設していただき、町で管理してほしい。いつでも礼拝できるように。

墓地は何十年も前に購入しましたが、今は夫婦二人、継承者がおりません。このためお墓のことは悩みの種でした。

二人で度々考えても結論がでないまま、今日に至りました。水月園に合葬墓を建てていただけたならと思います。よ

ろしくお願いいたします。

（ｃ）樹木葬・自然葬に関する回答

問 9の自然葬について。特定の地域に厳しく限定するのならよいかもしれませんが、いったん認められると、湖や

山や海等、所かまわず散骨されることになってしまうのではと思います。ロマンチック・センチメンタルな思いで決

めてはいけない、許可すべきではないことです。認めれば、倫理的にも衛生面でも防犯面でも問題が出てきます。登

山道の脇から、海水浴場から、諏訪湖から人骨がザクザク出てきたら・・・。果てに事件か散骨されたものか。そん

な所へは行きたくない。

納骨堂は座敷牢・蟄居の身を連想させます。様々な拘束から解き放たれ、自然の豊かさ、風・光・巡る四季や花々

を愛でていたいです。選択肢として、樹木葬・花園葬を希望しています。

問 9にもあった、樹木葬などの支援をぜひ進めていただきたいと思います。これからますます継承者がいない家族

が増えることと、故人の意志が多様化してくると考えられるため。
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私共夫婦も父母のたてた水月霊園に入るつもりです。しかし親元を離れ、なかなかお墓参りもできなくなっていま

す。私共の子ども達も親元を離れ、これまでの家制度は崩壊し、お墓の在り方も考え直す時代になったと実感してい

ます。お墓を幾代にもわたって継承していく必要はない。自分の親の思い出の場所として、2 世代までは守ってほし

い。それ以降は子孫の希望を聞いて、集骨または散骨して、その記録を残す制度を作ってほしい。年に一度くらいは

親を思い出し、出かけてみたくなる霊園にしていただきたい。

宗教・宗派・寺等と無関係であることが好ましく、お世話になっております。現在下諏訪町を離れて生活しており

ますが、先のことを考えると、仕事・子育て・親の看取り等で長く過ごした諏訪の地で先に逝った夫と共に自然に還

りたいと思っています。樹木葬に賛同します。

樹木葬の場所を作っていただければ、それを利用したい。ずっと気がかりだったが、相談するところもわからず、

困っていたので大変うれしかった。早い時期に、どちらでもよいので（合葬・自然葬）結論をだし、作っていただき

たいと思います。

（ｄ）その他に関する回答

とても良いことだと思っております。

墓地の管理に不安を抱いているため、ぜひ、このアンケートの件を進めてほしいです。

お墓はその一族が生きた思いを残した証しでありますので、金銭的な問題もありますが、せっかくの墓であります

ので、何とか共同で管理を願えたら、お墓がなくなった場合はそのときのみ合葬にすればよい。管理組合が永代管理

できる方法をとってほしいと思います。多額のお金でなくほどほど。

負担のなるべくかからない方向で考えていただきたい。

我が家の場合、県内の下諏訪から 30km くらい離れた所に先祖の墓地がありますが、5年に 1回くらい行ってみる

くらいで、実際には管理ができなくて困っています。これからの社会では、墓地のある住所に何代にも生活していく

とは限らないと思うので、その対策を立てていってほしい。

今のやり方が良いのか。他の所に比べると、私は良いと思います。他の方法も視野に入れてみてください。

特にありませんが、町と墓地の在り方は、よくよく町の人たちとご相談されて、お決めになればよいと思います。

今回の調査は、大変重要な案件だと思います。墓地管理の在り方につき、継承者のいない者の一人として、特にア

ンケートの問 5、問 6項に関連し、町政より早期に具体策をお示しいただきたく、お願いいたします。

現代は継承者がいない場合、または兄弟や家族が離れて暮らしている事も多くなり、今の時代に合っていないお墓

の形式だと思います。

新しい型の墓のあり方や、管理の仕方について考えて実行に移していくことは良いことと思います。

町で将来を見越した霊園事業のあり方を、少子化時代を踏まえて検討しておく必要があると思います。

まだまだ先の事だと思っていますが、他の自治体がどのような方法をとっているのか。いろいろなケースの資料を

集め、一番良い方法を見つけ、下諏訪町のためになるように考えてもらいたい。

昨年父が亡くなり、以前より購入しておりました水月霊園に墓石を建立し「魂入れ」を住職様にお願いしました。

それからよくお墓参りさせていただいておりますが、景色も素晴らしく、よく管理されており、町には感謝しており

ます。少子化等によりお墓の管理が難しいとのことですが、遺骨や墓石を大切にすることが、人間生活にとって最も

大事なことと考えます。これを粗末に扱うことが家庭の乱れ、引いては国の乱れに通ずると考えます。利用者・町が

知恵を出して良い方向に持っていけたらよいと思います。

町の管理でお願いします。

今の時代、100 年先のお墓の継承に不安のない家はないと思います。町に縁のあった人の安住の場所を、ぜひ町に

一つ作ってほしいです。

霊園事業の方向が決まれば、それに従います。

子ども、孫と継承しても、時代の流れでだんだんとどの家庭でも問題になってくるかと思います。早い時点で町が

この問題に取り組み進めていただくことは、大変良い事だと思います。

今後とも墓地管理をよろしくお願いします。

先のことは良くわかりませんが、場所もいいですし、故郷を忘れず末永く町での管理をお願いします。

所有者が生ある限り、また継承者がいる限り、以上のような回答になりますが、いないとなれば考え方が変わって

くると思います。

後継ぎがなく、事前に何十年分支払っても管理をお願いしたいが、その後の事は、私共が下諏訪町の住人であった

との記録が残れば良い。

とてもありがたい事だと思います。

せっかく抽選で当たって管理していただいて、遅かれ早かれ石碑を建てる段階。正直申して管理費を上げても町に

お世話になりたいのが正直のところです。
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アンケートのような良い制度を望みます。

ご苦労様です。常々きれいにしていただき感謝しております。むやみな事はしないと思いますので、子ども達の意

志に任せます。

２．霊園管理への謝辞など

いつも整然としていてありがたく思っています。

いつも大変お世話になっております。冬季の道中の除雪等、しっかり管理していただいており、感謝しております。

今後とも何とぞよろしくお願いいたします。

いつもお世話になり、ありがとうございます。

いつもきれいに維持管理していただいて、ありがとうございます。

いつもきれいに管理してもらって感謝しています。私も高齢になり、息子に継承してもらうことになると思います。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

いつも適切な管理をしていただいて感謝しています。今後ともよろしくお願いします。

これからもよろしくお願いします。

冬には雪かきをして通路を確保していただいており助かっています。今までどおり維持管理をお願いします。毎月

お墓参りしていますが、いつも清潔に保たれていて、気持ち良くお墓参りできます。今後ともよろしくお願いします。

40 代の時、第 1次募集で故郷にと思い、主人は茅野に先祖の墓がありますが、分家の立場でしたので私の愛する

下諏訪町にお願いしました。実家に帰るたび、年 1 度くらいは息子夫婦、孫と水月霊園を訪れます。きれいに整備さ

れており、関係者の皆様に感謝いたしております。主人も私もまだ生存しておりますので、石塔は建っておりません

が、永代使用させていただきたく思います。

水月霊園に関して、管理料年額 3000 円できちっとした管理をしていただいておりますこと、大変ありがたく思っ

ております。年に 2・3回のお墓参りの際、いつも整然と掃除が行き届いており、気持ちのいいお墓参りができ、感

謝しております。今後もよろしくお願いします。

町の墓地管理に携わっておられる皆様には、日頃より大変感謝しております。

現在の管理はよくやっていると思う。これ以上のことをいろいろ言うのは、不見識だと思う。問 9 については、や

はり先祖代々続いていくことがより望ましいのではないか。散骨、樹木葬と簡単にいうが、そのようなことが容易に

できるとは思わない。管理人は前にも記したが、よくやっていると感心している。

よく管理され、助かっています。

清掃などしていただき、ありがたく思っています。

当町で行っている霊園事業、ありがたいと思っています。

草取りなどしていただき、とてもありがたいです。

まだ墓はありませんが、いつ行ってみてもきれいに清掃されていてありがたいことと感謝いたします。

きれいに整備していただきありがとうございます。

毎年お墓をきれいにしていただき、感謝しております。これからもよろしくお願いいたします。

管理してもらえるので助かります。

管理をしてもらっていて、とてもありがたい。線香が置いてありありがたい。

継承者がいるため、心配しておりません。管理していただき、大変ありがたく思っています。

日頃の霊園管理（シルバー派遣）人の方々に感謝しております。

お世話になります。大変にありがたく、感謝申し上げます。ご時勢上、大変ですが、より良いご検討をお願いでき

ればと存じます。

町で十分管理されている現状に感謝しています。

いつも霊園をきれいに保っていただき、ありがとうございます。

とても素晴らしい霊園です。下諏訪町の誇りです。先祖を供養する最適な場所。日当たりも良く、景色も春には桜

で人が集まり、秋には紅葉。位置も高いので諏訪湖が一望。管理運営に感謝します。清掃センターの車が毎日往来し

て、これまたにぎやかです。

墓地の管理も大変な仕事かと思われます。常日頃、整備・清掃していただいていることに感謝申し上げます。今後

とも、よろしくお願いいたします。

いつも掃除が行き届いていて、気持ちが良い霊園です。

私は川崎より年数回墓参りに行きますが、管理がいきわたっており、特に不満を感じない。良くやっていただいて

いると思います。

日々管理しいただき感謝しております。

十分管理していただき感謝しています。
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常にきれいに管理していただき、感謝している。

お墓参りに行くと、いつも草取りをしていただき、蜂の巣もきれいに取っていただいてありがとうございます。こ

れからもずっとよろしくお願いします。家の場合は、孫もいて、お墓参りをしてくれると思うので、このままよろし

くお願いします。先はどうなるかわかりませんが、とりあえず現在はこのままで。

除草をしてくれたり、管理をしっかりやってくださるので、安心していられます。

環境の美化整備を積極的にやっていただき感謝です。

今まで通り継続してください。きれいに管理されていて、墓参に行っても気持ち良いです。

霊園管理ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

いつもお世話になっております。御礼申し上げます。

今まで通りでよいと思います。ありがたいと感謝しております。

現状は非常にきれいに整備、清掃等維持されており感謝しております。時代の変化に合わせ霊園事業の継続が必要

になってくると思います。早め早めに問題があれば、情報発信をお願いいたします。

現行に不足はありません。

永年下諏訪町地域開発公社にはお世話になっております。妻が他界して 30 年余り、公社様には色々とお世話にな

り、心からお礼申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

十分管理が行き届き助かっています。今は東京に住み、年 2～3 回お参りに行っています。その都度、これも下諏

訪の文化の一つだと感心しています。お墓の継承で悩んでいるときに、いいアンケートが来ました、今後もよろしく

お願いします。

造花を飾りたくないので、生花を供え、枯れた花を片付けて下さるときがたまたまあります。本当に感謝していま

す。草一本なく美しく管理して下さり、ありがとうございます。

お墓の回り等、町で管理して草刈りや木の整備をしてもらえるため助かります。

一年間 3000 円の管理料に感謝します。今後も管理運営よろしくお願いいたします。

大変きれいでよくみてくれてあり、ありがたく思っております。

手入れが良く、すばらしいと思います。

日頃の霊園の管理をして下さり、誠にありがとうございます。さまざまなご意見があろうかと思いますが、一定の

方向性が出ましたなら、そのご意見に従ってまいりたいと思います。

いつも整備をいただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

いつ訪れてもきれいに整備されていて、ありがたく思います。ぜひ今の状態で続けていってほしいです。

シルバーの方々の霊園管理に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いします。

管理が行き届いていて、とてもありがたく思っています。

十分管理していただいて感謝しています。

良い事だと思います。お盆に行ったら草もかれていたので、ありがたいと思いました。

お墓の管理はある程度行き届いていると思います。いつも気持ち良くお墓参りができ、大変ありがたいです。

いつもきれいにしていただき、ありがとうございます。

３．道路整備に関する要望（霊園内の道路）

駐車場が上の段に行くほど少ないと思います。霊園までの道路幅が狭く、改善できないでしょうか。

駐車場が少ないと思います。東屋のある所の登り口が急で狭すぎるので、マイクロバスが登れません。法事の際、

お年寄りは歩けず、お墓参りができませんでした。改善できないでしょうか。

水月霊園道路の道幅の拡幅工事ができないでしょうか。自動車のすれちがいや自動車の通行頻度が前よりも増えて

きております。

下から上って初めの急坂のカーブをできる限り削り取ってなだらかにしてもらいたい。対向車が来た時は、どうし

ても内側の急坂を登るようになるので大変です。3年前、接触事故を起こしてしまいました。ぜひ検討してください。

お盆・お彼岸など墓参が集中する時に、取付道路が狭く苦労します。拡張することはできないでしょうか。子供が

二人いますが、いずれも遠くで所帯を持っているので、今後どうしたらよいか不安に思っています。

霊園内の高台にあるお墓に行くまでが、道幅が狭くて車が幅いっぱいで通るたびこわいと思います。もう少し道幅

を拡げて、急坂をなだらかにしてほしいと思います。

お墓の階段の上り下り用に鉄製の手すりを付けたのは良かった。管理棟から右上に行く道路が急坂ですれちがいが

大変ゆえ、上部駐車場から周回道路ができないか。

通常の管理は良くやっていただいていると感じています。霊園そのものができてしまっているので、書いても仕方

がないのですが、車でお参りする人がほとんどですから、車道の整備が現在のままだと、お盆だと多くの人が来る時

は混雑します。
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道路を広くしてほしい。

墓の近くまで車で行けるように、道路の拡張をお願いしたい。特にカーブを曲がれるようにお願いしたい。

霊園はいつもきれいに整備されてあり、感謝です。年齢を増すごとに、墓まで上がるのが大変です。墓地までもう

少し楽に（急坂・急カーブ）車が上がれるようにお願いします。管理棟に、無人販売でよいので、お花を置いていた

だけたら嬉しいです。

道路がせまいので、混雑するときは大変です。

墓地の道を自動車が安全に上れるように改良してほしい。老いの身は上るのが大変だからお願いします。

駐車場までの道路を広くしてほしい。特にお盆・お彼岸は大変です。

道路の整備が必要。管理は良くしていただいていると思います。途中の墓地に駐車場がないので、上るのに大変。

路上駐車が多い。

道路の幅、急坂を改善することはできませんか。

特にありませんが、今現在はお墓を買えたことで非常にありがたく思っています。一つ問題だとすれば、車で近く

まで行く時に坂が急すぎて大きな乗用車が上りずらいと思っています。

草刈をはじめ、きれいに墓地管理が行われています。仏様も気持ちがよいと思います。墓参道路が狭く、車のすれ

ちがいが難しく広くしていただきたい。

お墓を返した場合、契約した折の金額は返ってくるのでしょうか。岡谷の内山霊園、松本の中山霊園等に比較する

と、道路が狭く坂です。高齢者は墓参りも大変です。特にお盆等は大変です。改善を望みます。

高齢者が多くなってきています。墓に向かって右側に道路が 2本できていますが、もっと土手を拡げていただけれ

ば車もスムーズに通ることができると思います。

秋葉山の上のお墓ですが、急坂で歩いていくのに無理になってきました。休憩所と道を広げて、年をとってもお参

りが楽にできるようお願いしたい。

道路が狭いのが残念。お盆など込み合うし危険。

上る道路の幅が狭い。広くできないでしょうか。

特に彼岸時のお墓参りの時に思います。道路が狭いので、車での通行に困る時があり、時には大きな声で怒鳴られ

ることもあり、いやな思いをします。道幅を広げていただくことはできないのでしょうか。

道幅を広くしてください。

道路の整備をしてほしいと思います。道幅が狭くて車の行き違いが大変です。

４．道路整備に関する要望（国道 142 号線～霊園への町道）

水月園に行く道を、一方通行もしくは整備して、車のすれ違いを楽にしてください。

霊園に行く道路が狭く、墓参りに行くのが心配です。（特に冬）

アクセス道路がせまかったり、傾斜しているので、道路幅を広げたり、ガードレールを完全につけてほしい。

お墓へ行く道が狭いので、広くするようにしてほしい。慈雲寺裏のお墓に駐車場がなく、路上駐車しており考えて

ほしい。（お盆等困る）

国道から入る墓地までの道が狭く、大変危険です道路の拡幅を強く希望します。

利用者に問題はあるかもしれないが、国道から道路整備をしてほしい。利用しやすくなれば、少しずつ変わるはず。

水月霊園に行く道路をもう少し広くしてほしい。できなければ、お彼岸・お盆の時だけでもよいので、職員が道路

で交通整理をしてほしい。

霊園まで行く道路がせまく、もう少し広く整備できないか。立派な霊園なのに、インフラ整備をお願いしたい。

墓地までの道路が狭く、危険を感じます。ぜひ改修していただきたく、お願いします。

特にないが、強いてお願いするとしたら、墓地までの道路が狭いので、検討していただきたい。

墓参りに行くのに、慈雲寺裏の道幅が狭く、暗く、雨・雪、清掃車の通行があり危険。老人には不安。崖に落ちそ

う。墓地を造る前に、道の整備が急務。紫雲閣駐車場より歩いて墓参するのに、急坂で年寄りには苦労する。墓参り

の回数も減る。公園墓地として楽しく墓参できるように望む。墓地の駐車場が狭い。5 号地駐車場より、2号地へ行

く道が危険。

霊園への道が急で道幅もせまく、老人は歩くことも車も運転が大変。

管理していただきありがとうございます。私も年を重ね、継承者もない。仏様は粗末にできません。日頃から悩ん

でおりました。このようなことを考えていただき、ありがたく思います。慈雲禅寺の裏の道がもう少し幅があればあ

りがたいです。お盆の墓参りの帰りは一方通行で急な坂を下らなくてはいけませんので。

霊園までの道路整備を。

道路が狭く、曲がりくねっているので車で行くのは大変（高齢のため）。もう少し整備していただければありがた

いと思います。
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水月霊園の登り口（慈雲寺の裏）の道を少し広くしてもらいたい。ミラーにはあまり映らないので。道が広がらな

い場合には、上下に信号を付けてもらいたい。

霊園に行く道路が狭いので、すれ違いが大変です。道幅をもう少し広くできるといいですね。

車での墓地への道路が悪く、すれ違いに困難な場所を改善してほしい。

大変ご苦労されていると思います。慈雲寺裏の墓地への登り坂が大変急なため、このあたりの改良をぜひお願いし

ます。違う方向へ降りる道を整備するとかお考えいただければ幸いです。

墓地が拡大した割には、県道から墓地への取付道路が悪すぎではないですか。少なくとも、車がすれ違いできるよ

うにしてほしい。永代使用権の相続・贈与について、どうなっているかわからいです。

５．霊園内道路の使用・管理などに関する要望

お世話になっております。お盆の時、霊園の駐車場までの途中に、何ヶ所で片側へ車を駐車してお墓参りされる方

があるので、毎年渋滞になります。各墓地の皆様で話し合いをして、どこか駐車場をつくることはできませんか。

霊園事業は大変に良い事だと思います。高齢化社会になり、一般的には体力がなくなってきます。お墓までの上り

坂が大変だと思います。お盆だけでも、ミニバスでも出していただけると感謝する方々が多くいると思いますが、い

かがでしょうか。要望として書かせていただきました。

お盆の時やお彼岸の時は、一方通行にしたらどうでしょうか。（その日だけはゴミ収集車も）

霊園に行く道の整備と、盆・彼岸など一方通行とし、交通整理人を置いてほしいです。道の途中に車を止めないで

ほしいです。

お盆の時の道、駐車場の混雑の整理、休憩所の充実をお願いできたらと思います。

お墓のあることが今まではありがたいと思ってきたけれど、子ども達のことを考えるとこのままでいいのかと考え

てしまいます。事業と関係ないと思いますが、桜の時期やお盆の時など、駐車場があっても駐車場を使わず、道路に

車をとめるマナーの悪い人がいるため、車のすれ違いができず迷惑しています。道路に車をとめない注意喚起をもっ

としてほいいと思います。

６．施設整備に関する要望（通路・階段・手すり等）

清掃センターのすぐ下の新しい墓地ですが、駐車場から墓地へ上がる中央階段を、手すり付きで作っていただきた

いと思います。

六地蔵からの階段ですが、若い時は不自由は感じませんでしたが、最近登るとき下るとき、不安を感じます。せめ

て片側でも低い階段にならないものでしょうか。

車イスでの墓参りができるように。生花での墓参りを禁止に。除草剤を使用しないように。墓地の周囲のコンクリ

ート製の堺がぼろぼろなので、町で補修を。

まだ売れていないお墓の中心のコンクリートが割れて穴があいているのを見かけます。なぜ穴があいたのでしょう

か。霊園のバリアフリー化（手すり）は良いので続けてほしい。水月園は町民の憩いの場。水道部と霊園の間の駐車

場にバラ園をつくってほしいです。

今少しメンテナンスをきちんといてほしい。階段等が崩れてきている。

2号地、山側の通路に手すりを付けてください。

急な階段で、また下のお墓に母が落ちそうで、母と一緒に父のお墓参りにはいけません。見晴らしの良い場所を選

んだ両親でしたが、母が足腰が弱くなった今、お墓参りに行けないのは納得がいきません。階段の整備、手すりなど

の設置を希望いたします。

足場が少し不安です。（階段等くずれかかっている）段々と手がまわらない感じです。管理も広いので、大変と存

じますが、年配者はなかなか行きづらくなっております。管理何卒よろしくお願い申し上げます。

一番下の駐車場の向かって左側に、石段を作ってほしいです。

場所が高台なので、高齢者が楽にお参りできるよう、何か考えていただきたいです。例えばセンサーを取り付けた

エスカレーターとか。

管理棟より左上へ行った道路右側の駐車場より墓地へ上がるのに不便なため階段を作ってほしい。高齢者は墓参り

もできないので、ぜひお願いします。

いつもきれいに整備していただいてありがとうございます。本当に子どもが少なくお墓の管理ができない人が多く

なったことは知っていますが、いろいろと考えていただきありがたいと思います。これからもよろしくお願いいたし

ます。お墓の掃除に行ったとき、少し草がのびていて歩いて登っていく時に少し困りました。石段も途中が割れて動

いていたのが恐かったです。

私共が高齢になり墓参りに行けない訳が、お墓の道路にもあります。その訳は、私共のお墓は中段にあり、あの急

坂はとても登ることができません。要望としては、道路の脇に手摺を設置していただければ杖を片手に手摺を使って

いけば、急坂も登れると思いますので、ぜひ手すりの設置を要望します。
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5 号地の山に向かって右側の石段に手すりを付けてください。

階段の手摺が助かりました。ありがとうございます。

お墓に入るための通路が少なすぎる。坂を登って、いくつも階段を登ってようやく自分のお墓にたどりつく。お年

寄りや、体の不自由な人でもお墓参りに来ることが大変だと思わないように通路や階段を増やしてほしい。

小川を渡って登ってくるところを、石でなくなだらかな階段とか、もっと歩きやすい道にしていただけたらありが

たいです。

７．墓地区画に関する要望

納骨時、簡単にできるような造りがよい

墓地部分の整地が変形してきている所もあるが、補修の検討を願いたい。

しっかりしたナンバープレートの様なものではっきりさせることは考えておりますか。

自分のお墓の番号の場所の入口に、○番～○番とわかりやすく明示してほしい。

８．施設整備に関する要望（その他）

大雨の時の土砂災害が心配です。

上部の方のため、崖が崩れかけており、一寸不安な気もします。

お墓の前の歩道が、冬の時期、土がくしゃくしゃになり、靴に土がくっついてしまい難儀します。舗装路にしてい

ただくことができませんか。

雨が降ると石塔の裏が泥だらけになり困っている。裏の土手の上に何も草等なく、他はあるのに家の裏部分のみな

いのである。以前にも話をしたが、今だ対策がないようだが早くしてほしい。

墓地に出入りする横道に、もう少し砂利を入れてほしい。春先、赤土が溶けて歩行が危険。園内に木陰がほしい。

９．駐車場整備・新設の要望

上の方の駐車場の拡張をお願いしたい。

第 1区画は高い所にあるため、高齢者の墓参に歩いて登るのは困難であり、車で行く場合、鉄塔の所に行くのに、

東屋の所に何台も駐車されると車も登れない。せめて、東屋の所に駐車するとき、上に登るスペースのある方法で駐

車していただければ大変に助かります。

当日の車の移動、一方通行など方法を徹底してほしい。

高齢になっても墓参に行くのに、手すり等をもう少し取り付けてほしい。彼岸・盆などの期間中は、少し早めに水

汲みの桶などの用意をしてほしい。水月園の交通整理や、路上駐車をなくすよう指導してほしい。上り下り線のスム

ースな交互通行の整理をしてほしい。管理については大変ご苦労様です。

駐車場の増設をしてほしい。お盆・お彼岸等で車で行くが、いつも駐車できない。

手頃な管理料なので、うちのような年金生活者でも納付を続けられありがたく思っています。強いてお願いすると

なれば、混雑するときの車の流れが悪くなり、歩く方々が危ないので、その対策をしていただきたいのと、手桶を借

りるときの車をとめる場所を平坦にしてほしいです。

１０．外柵・階段等のコンクリートの劣化について

石段等の凍害が進んでいます。計画的に改修すべきと思います。

コンクリートの部分が割れてボロボロになっているが、不良品なのではないか。他を見てもほとんどがボロボロに

なっている。普通のコンクリートブロックではありえない。引き取り時のミス。町が修理させるべきもの。

境界線や他のコンクリートが破損している。建設時に依る不良は明らか。無償で補修すべきである。

良く管理されていてありがたく思っている。石室がボロボロになっていて、使用不可だったのは残念だった。

細かい石が少なくなっています。お墓を建てる時だけでなく、希望する人には入れてほしいです。冬凍ってコンク

リートが割れて困っています。

お墓をなおすのに、町でいくらかでも負担していただきたい。冬の寒さで枠がガタガタ。

古い年代の区画ほど、縁石の劣化が進み、欠けたりしている所が多いので、順次取り替える等の対策を取っていた

だきたい。除草剤は使用しないように。

墓の周りのコンクリートが当初よりこわれております。墓石はまだありません。

墓地の境界を示すコンクリートの枠や、墓席の前面にあたる所のコンクリート部が劣化して崩れてしまっている所

が目立つようになった。個人的に補修しても、すぐはげてしまう。全面的にやるとなると、それなりにお金もかかる。

なんとか町で補修してもらうことはできないか。

お金を出して買っても、まわりのコンクリートが崩れてみっともない。町に言っても、業者に言ってくださいと突

っぱねる。あの状態を見てどうしてこうなるのか。売ってしまったら後は個人の責任とは、責任がなさすぎる。業者

に言えば 20 万かかるとか。町のやってること責任がなさすぎる。

階段等のコンクリート部分のいたみが激しい所が多いので、修理してください。
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境界線が壊れているところあり。直してもらいたい。

区画の縁石は町で直してほしい。木の葉は少し片付けてほしい。

１１．街路樹・周辺の樹木などの管理について

桜の木の剪定を。霊園までの道に車を停車して墓参りをしないように厳重注意を。さつきの手入れをもっときれい

に。東屋への道が急で車のバンパーを擦ってしまうので早目の改良を。

桜の木が大きくなり、枝がかぶさってきます。落葉など、少し心配です。いつもきれいにしていただき、ありがと

うございます。

いつもきれいにしていただいており、ありがたく感謝しております。自然の中で四季の大自然に恵まれ、先祖もさ

ぞやよろこんでおられると存じます。二つの要望がございます。生前諏訪湖が見える場にと希望。しかし今は枝葉が。

諏訪湖が見られるよう、高い木は切っていただきたい。もう一つ、紫雲閣の臭い虫を退治していただきれは法事をし

たい。

我が家の墓地は３号地です。右側に何本かの松があり、冬場日陰となり雪が解けずお墓参りの時大変です。また、

松のすぐ脇のところは墓石が凍み上がりもっと大変だと思います。松の枝抜きをぜひ行って、日が少しでも入るよう

になれば助かります。よろしくお願いいたします。

お墓の上に大きな木があり、お墓の掃除に大変です。木の枝を切ってほしい。または、木を切ってほしいです。（前

年切ってくださると言ってましたが、いまだに切っていただけない）

墓地内に枯葉が落ちて困っています。

私ごとですが、墓地が春先 4月半ばまで雪に埋もれて墓参りができない。また、松葉が多くて墓が汚れて困ります。

霊園上部南側の、以前なかったカラマツが大きくなっている。その枯葉がたまって玉砂利が埋まり、腐葉土化し、

線香の扱いに気を使っている。都度掃除に行くわけにもいかないので、大きくなった樹木を伐採する等、管理をして

ほしい。

3号地の南端に墓地を持っている者ですが、南側にある松葉の落下で掃除が大変であることと、日陰になるため、

春分の日に墓参りしても、積雪があったり、凍りついているときもあり、整理に困難をきたしている年もあるので、

墓地南側にある松の木を伐採するか、もしそれができないなら、せめて枝だけでも切ってほしい。ぜひお願いします。

桜の葉が年々ふえ、落葉の管理が大変である。桜の木の伐採をしてください。桜の木は必要ない。私の墓に落葉は

いりません。差し上げます。反対者の墓に私の墓の落葉をそっくり持って行ってまいてあげたい。気持ちがわかるだ

ろう。

１２．草取り・除雪などについて

草の刈り取り等、整備に万全を期されるよう、よろしくお願いいたします。

数年前までは冬の除雪がきれいに行われていた。今は駐車場すら除雪されていない。管理料の使用内容が不明。予

算の使用報告が何もない。

草取りをしてほしい。

霊園の管理を有難うございます。土手の草を刈るとき、いろんな草花が咲いていますが、一気に刈り取るのではな

く、ひと手間でしょうが、かわいいお花もありますので、少々残していただければ。大変なことは良くわかりますが、

私の心の声が届きましたらよろしくお願いします。

１３．紫雲閣について

最近管理棟に人がいなくて寂しい。例えば、複数のおじさんたちが管理棟で囲碁などをやっていて、おしゃべりや

墓参者への援助などをしてくれたら楽しいななんて思います。そのようなイメージでボランティアを募集したら結構

応じてもらえるかも。

新しい水桶が重い。もう少し軽いといいと思う。

水月霊園でお線香やお花を販売して下さると大変ありがたいです。（遠方から来て、急にお墓参りしたい人など）

自販機でもよい。お盆とかお彼岸だけでもよいと思います。

盆の時に水を桶にためてありますのでありがたいです。

１４．供物・献花などについて

故人が好きだった缶コーヒーをお供えして帰ってきますが、なくなってしまう事が多いです（片付けている？）。

1 ヶ月に 2度ほど墓参りをしていますが、1週間でもう片付けられている事もあり、残念です。やはり缶でもだめで

しょうか。

六地蔵の横にお線香を付ける灯籠があったら良いかと思います。（その中に、ローソクだけでも用意しておいてい

ただけたらありがたいです。）

生花を供えた場合、早めに取り去ってください。枯れた花が目に付きました。

枯れた花・木など家に持ち帰るのではなく、大変だと思いますがまとめて置いて焼却してほしい。
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枯れてしまった花を片付けてほしい。

造花が捨てられるのがありがたいです。これからもよろしくお願いします。

常時きれいにしていただき感謝しています。年齢と共にお掃除に出掛けることが困難なためです。お花だけでもお

供えしたい次第です。花いっぱいな霊園になりますように。

１５．無縁墓の取扱等について

お墓の継承者が少なくなることは、この先の事実であると思います。空のお墓をチェックしていくことと、新たな

拡大は考えなくてはならないと思います。

お墓は高いので、継承者のいなくなった墓石をリサイクル化ができないか。

町は不要になった墓地を身内以外に継承を認めていない。町の引取価格は、取得費よりだいぶ安くなると聞いてい

る。そのため墓地の絶対量が不足しているにも関わらず返還するものがなく、遊休墓地が増えている。現況での継承

者があれば、無条件で認めるべきと考える。墓地取得者に対し必要性の有無についても問うてみたらどうか。

せっかく造った霊園墓地が有効活用されず、こんなばかな設問をしてどうなる。せっかく当時買った墓が事情によ

り世継がいなくなれば当然不要になる。継承者がいなくなった人が何人であるか、そして町内（近隣岡谷・諏訪）で

墓を欲しがっている人が何人いるか調査し、時価で売買できるようにしたらどうか。買った人は喜び、売った人もよ

くなる。こんなばかな規則をさっさとこわし、町民の喜ぶをやれ。それがトップだ。これをやらぬと、民間（寺）に

どんどん先を越され、町は何をやっている。

少子化の今日、ますます難しいことになると思います。無縁墓の管理についての検討を進めてください。

霊園で持ち主があるのに、持ち主が行方不明となり空いている霊園があると思うが、一般に公開すべきではないか。

必要とする人も多いはず。情報がないため、空きがあるか満杯なのか不明である。

１６．管理料の料金設定・支払方法などについて

一般常識のある人に管理させてほしい。振替通知書に口座番号をもろに書く神経が信じられない。

永代使用権で希望します。永代使用料を納付したが、納付した時と諸事情により、管理料の支払いは済ませていま

すが、未使用の場合、これからも使用の予定がなく（永代使用料を納付したままの状態）支払済の永代使用料の全額

とまでいかなくても使用権の買取はできないのか。お墓がなくて困っている方達に開発公社で斡旋することができる

とよい。

できましたら、管理料をまとめて支払う事ができたらいいです。自分も年をとってきて、支払のこととかが心配な

ので。

町に住んでいるのに、使用権、管理料が高いように思う。私もやがては無縁墓になるのがわかっているので、やり

切れない思いだ。

管理料についてですが、使用している場所と未使用の場所が同じ料金なのがおかしい。永代管理料を設定していた

だければありがたい。

霊園管理料の納付方法について、遠隔地在住の利用者が納付しやすいように、次の方法を検討願いたい。①公社の

口座を金融機関に設ける ②管理料のまとめ払いを認める ③大手都銀からの自動引落しの窓口を広げる。

年間の 3000 円は高いと思います。今の景気のことも考えていただきたい。金額を見直すべきだと思う。

管理料の口座振替通知について、口座番号の記載はしてほしくない。

管理料を払っている以上、中身の詳細が知りたい。ここ長年にわたり不況が続いて、若い人は生活が大変でお墓を

守っていく事は簡易ではありません。これ以上管理料はあげるべきではないと思う。今は高いと思います。

１７．情報公開・会計報告などについて

町によるお墓の管理は、具体的にどのように行われていますか。また、管理料の使途明細は公開されていますか。

墓地内での犬の散歩と糞の放置を禁止してください。（これは管理外でしょうか）

霊園事業とは、お墓のことを含め他にも何かをしているのかがわからないので、それを知らせてほしいです。

管理料の決算がどのようになっているのかわからない。無縁墓・納骨堂などにうつした場合、権利金はどのような

扱いになるのか。

霊園を購入した時から、自分たちのものになったと思っていましたが、あの購入時に払ったお金はどのように使わ

れてきているのでしょうか。何を管理しているのかわからない（墓参りに行った時など、何も変わっていないように

見えます）どんな管理をしているのか、報告などがほしい。もっといろいろしっかりやってほしいです。

霊園事業の仕事はどこまでのことを言うのか知りたい。また、広い霊園なのに管理者が少ないのではないか。除草

剤をまくのはやめてほしいです。

年額 3000 円の管理料を払っているわけですが、このお金の会計報告等はどのようになっていますか。

みんなの意見をわかちあえたら良いと思う。今後もよい情報を教えてほしい。

１８．アンケートについて
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樹木の伸びすぎ等のご指摘をいただきありがとうございました。さっそく切り倒しました。このようなアンケート

を、10 年後にもやっていただけるとありがたいです。駐車場での洗車を時々見かけますが、心情的にどうでしょう

か。

永代供養・無縁墓・納骨堂・合葬墓の区別がいま一つわからない。

現在のところ、このアンケートについて考えることがあります。どうしてかというと、娘を二人外へ出したので、

これから相談する必要があると思う。

このアンケートには一応答えましたが、先のことはわかりませんので。今現在の考えのみで回答しました。この先

考えが変わることもあるかもしれませんので、定期的にアンケートすることも検討してみてください。

管理料がどのくらいなのか、永代供養がどのくらいか明記してほしかった。

１９．継承など親族間の問題・要望などについて

今のところ何の心配もありませんが、子供が下諏訪にいないので、先のことまでは私達にはわかりません。身内で

下諏訪町に住んでいる者は私達だけです。生きている間は管理料は支払いますが、子や孫も払えるかどうかはわから

ないと思います。

子供までは管理できるが、その後が続かない。

いつもお墓参りに行っても、気持ち良くきれいにしてもらってありがとうございます。ここのところ、本当に世の

中、少子化・非婚化が進み、日に日に深刻な問題になりつつあります。我が家でもあまり先のことはわかりませんが、

話し合っておかなければならないことは、しっかりさせておくいい機会にしたいです。よろしくお願いします。

継承者がいない後は、更地を希望しています。

先代から引き継いで水月霊園で墓参りをしているわけですが、将来的に確実に守ってもらえるのかという補償には

不安を抱くこともあります。子供達からその先の家族に、最小限の負担で管理をしてもらえる方法があるなら、私達

も死後安心できるのではと思います。町の方で色々と案や対策を考えていただきながら、このアンケートの結果の先

を教えていただきたいと希望します。

継承者がいないなどの理由から、管理料を支払って永年管理が可能ならば、お寺にお願いし永代供養はしないと思

います。永年管理ができるのか、解答をはっきり示してほしいと思います。また、継承者は住所の違う甥っ子でもよ

いのでしょうか。また、お寺に移した後の墓地は、親戚に渡すことができるのでしょうか。数十年の間に、お寺に移

せればと考えておりますが、使用料を払い、永年、町の管理を希望しています。

30 年・40 年の管理料前払いしても、その後の墓石の撤去等が継承者がいないためどうなるか不安。

管理人さんが墓地管理をきちんとしていただいていることに本当に感謝しています。墓参に年 5・6回いきますが、

いつも感じています。息子が二人いますが、二人とも独身です。その後のことがとても気になってしまします。公営

の共同墓地があったらと思うようになりました。

今回のアンケートは、我家では継承者がいない事もありますが、墓石だけでも建てておこうかと思っていた矢先の

ことで、大変ありがたく、心待ちにしておりました。60 歳後半になってきておりますので、早く何か良い方法がな

いか、夫婦で話しているところです、また、親族に迷惑をかけることがないように、生前に決めておけるものならと

思っております。よろしくお願いいたします。

私達夫婦は、ともに下諏訪町の出身で、現在は八王子市に住んでいます。故郷とのつながりを持つ意味で、墓を下

諏訪に持つことを嬉しく思っています。息子達も納得・了解済みです。何十年か先に、継承者の息子が墓を移したい

ことが生じた場合には、しかるべき手続きを取るように、継承者に伝えておきます。

現在のところ、孫がいるのでそこまでは安心だが、それ以後はわからない。

年に数回、東京から日帰りでの墓参。墓地管理事務所の温かいコーヒーやお茶は心をほっとさせてくれます。お墓

の維持、お参りは私達の代で終わりですので（一人娘が嫁いでいる）、いずれ故郷を失うことになります。（実家も

無し、縁者との付き合いも無し）淋しいことですが、子どもに心配もかけたくないので。私達が元気なうちは、母の

墓参はいたします。

いつもきれいにありがとうございます。ただ、子どもに継いでもらっても、ちゃんと手続きをしてくれるか心配で

す。年寄りが墓参で往復するのですが、いつも草花のごみを自宅まで持って帰ってきます。ごみ箱の件はわかります

が、何とかならないでしょうか。このアンケートの結果等を知りたいと思います。色々とありがとうございます。

良い事だと思います。後継ぎがいますので心配はありません。

私達は先祖があっての子孫であることを忘れてはならないと思います。先祖様が永眠されているお墓を守っていく

のは、私共の勤めだと思っています。現在町で行っている管理料を納めて、永久にお墓を守っていきたいと願ってい

ます。

通路がきれいで助かります。私共は老人二人きりで、二人なきあとは上諏訪に住む娘にお願いしていくつもりです

から、50 年分位の管理料はお願いしていくつもりです。
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息子も孫もいるので、今は不安を感じません。現状でお願いを続けたいと思います。

お墓の維持管理は、親戚の者が代行しています。その面で、墓地を処理時に墓石を撤去することができるか不安が

残ります。

いつもお世話になり、ありがとうございます。確かに、我が家を含め、核家族、少子化で子どもが少なく、お墓の

あり方が昔と変わってきました。私も早くに両親を亡くし、今私が管理者ですが、子どもも 1 人なので、あまり負担

を掛けたくはありません。色々な意見が出て、みんなで議論を重ね、良い方向に進めてもらえたらと願います。

低価格で管理していただき、ありがたく思っています。今度は自分のことなので、まだ考えたまとまりません。ぼ

つぼつ子ども達との話し合いの時期なのでしょうか。

60 代後半の夫婦二人ですが、あと何年かでいなくなってしまいます。その時に、問 6・問 7が不安になります。い

ままでこんなことを考えたことはありませんでしたが、このアンケートでこれから先のことを考えなくてはいけませ

ん。ありがとうございました。

日頃お世話になっております。私には継承者がいないため、今のところ、どうしたらよいのかわかりません。

私は名古屋です。毎年墓参りに行っています。妹の子どもが一人います。下諏訪の慈雲寺には、亡き兄の納骨堂が

あります。色々と考えているところですが、まだまだ考えがまとまりません。お世話になります。

現在子どもが 40 代、孫はいないため、今はその先のことはわかりません。

男の子が二人いますが、遠くに家も建て生活しているので、永続的にと思っておりますが、続けていけるか心配で

す。子どもには続けていくよう言っておきます。

少子化により継承者がなくなった場合、例えば嫁ぎ先の妹に使用権を拡大できないか。墓地一つを二家・三家で共

同使用できるようにする。共同無縁墓として永代供養ができるような区画を設けることができないか。墓石も連名で

表示できる、大きなものを用意（管理費は一括で払込むような形）

お墓の継承者の不在により、日頃より墓地の維持に不安を感じてまいりました。私共のような者でも安心しが老後

生活が送れるよう、町として配慮していただけますよう、切に希望いたします。

今のところ二人でいるので、後の事はわかりません。ただ娘が嫁に行っていますが、聞いてみないとわかりません。

使用権者同士が合意できる場合、墓地の位置を交換できると都合が良い。継承者が高齢となり、現在の場所が墓参

り等に苦労する。

現在は墓石建立していませんが、自分が下諏訪の地で人生を過ごした証しとして、子ども達に引き継いでいっても

らいたい。

私達には未来のことはわかりませんので、時代の動向に従います。

二男だった父は、水月霊園に墓地を買い、墓石もたてました。いずれも高価な買い物だったと思います。大勢の兄

弟は戻る気配はなく、絶えてしまいそうな時は真剣に考えます。子どもが多く、経済的に苦労をしてきた父親を見て

きましたので、今はまだそっとしておいていただきたく思います。このような事しか書けなく、申し訳ありません。

私は霊園事業について深く考えておりませんでしたが、私共がなくなった後は、他県で暮らしている息子達が帰省

した折に訪ねてくれたら良いと思っておりました。墓地を買ったと思って安心しておりました。一般的な墓地は個人

で管理して維持できていますが、そのように方向転向することは不可能なのでしょうか。

当家では子どもがおりますが、女の子であるため、結婚して家を出てしまったら、私達親が亡くなった後、管理料

を支払って、お墓を守ってもらえるか不安です。こういう不安を持っている方も他にいらっしゃると思いますので、

町で何か良い方法をお考えいただけるとありがたいと思います。

２０．管理運営への意見・要望

今後とも管理については、万全を期していただきたい。

他町に比べ、墓地整備・管理がまったく悪い。

今後の造成予定はあるのか告知してほしい。お墓を 2 区画保有（継承者は 1名）は可能でしょうか。

人口減によるとしても、霊園の要望がある限り、今の事業を続けてほしい。

購入して 30 年以上過ぎ、まだ墓石を建てていないのですがいずれ建てたいと思います。それまで管理をよろしく

お願いします。

できるだけ経費節減をいただき、現在の管理維持をお願いしたいと思います。

２１．その他

数年先に神奈川県の方へ転墓したいと思っております。その場合の手続き及び費用はいかがなものでしょうか。

問 5･6･7･8、簡単に答えが出せない。難しい。

墓地でお舟祭りに花火をあげるのは非常識です。

誰でも墓地を決める際は、付近の状況等等見て決定したものですが、新たな増設等で状況がすっかり変ったりして

いて残念に思う。今さらし方ないが。
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町外へ移転した場合について、自由に転売または返納を希望します。

お墓に関しては、ひとそれぞれ色んな考えがありますので、これが良いとははっきり言えない。

お墓参りの後、他のお墓のそばでゴミを焼いていかれる方がおりますので、やめていただきたいので注意をお願い

します。

永年お世話になり、ありがとうございます。都合により今年いっぱいで使用をやめたく思いますので、その手続き

など教えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。

現状でよい。

現状の整備等を見ると、これ以上の建物は景観を壊す恐れがあり、今までの季節の草花を楽しめる公園として、現

状のままでおいてほしいです。

お墓を分譲するということで当然売ってもらったと考えていたものであり、その時点で何の説明もなく、今となっ

て使用権の取得とは納得できるものではない。公社の規定にもはっきりと分譲と記されているではないか。もしも将

来管理料が払えなくなった場合は、そのまま残してもらえばよい。もし管理料が払えなくなった場合も、遠近はあっ

ても血縁は続くので誰かは線香をあげに来てくれる。使用権の習得だけならば、土地代はあまりにも高い。

このままずっと続けていただきたいです。


