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近年の墓事情とその背景
小谷 みどり

Kotani Midori シニア生活文化研究所 代表理事

生活設計論、死生学、葬送問題を専門として研究。著書に「だれが墓を
守るのか」
（岩波ブックレット）、「〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓」
（岩
波新書）、「ひとり終活」
（小学館新書）など。

も、5 人に 1 人は土葬されていました。このこ

墓に対する意識の変化

とから、子々孫々が同じ墓に埋蔵され、継承、

さい し

日本では、人が亡くなれば、葬儀や死者祭祀、

管理するお墓にはそれほど長い歴史があるわけ

墓の管理は家族や子孫が担うべきだと考えられ

ではないことが分かります。

てきました。

また、
家族のかたちや居住形態が変化すれば、

例えばお墓は、慣習に従って祖先の祭祀を主

お墓に対する意識も変わります。

宰すべき者が継承すると、民法で規定されてい

厚生労働省
「国民生活基礎調査」
によれば、65

ます。慣習とは何か、までは法律には明記され

歳以上の人がいる世帯のうち、三世代同居の割

ていませんが、多くの人は、長男がお墓を継承

合は 1980 年には 50.1％と半数を占めていまし

すると思い込んでいます。
「次男や三男は新し

たが、1990 年には 39.5％、2016 年には 11.0％

くお墓を建てなければならない」
「結婚して姓が

にまで減少しています。昨今では高齢者の 6 割

変わった娘は、実の両親と一緒のお墓に入れな

弱は、夫婦のみか一人暮らしです。

い」と思っている人も少なくないでしょう。

このように
「老後は子どもと関係なく暮らす」

しかし公営墓地や民間霊園では、一緒のお墓

というライフスタイルが当たり前になると、子々

に入れる人の範囲を、お墓を引き継いだ人から

孫々継承することを前提としてきたお墓のあり

みて「6 親等内の親族、配偶者、3 親等内の姻族」

方や、お墓に対する価値観そのものにも変化が

としていることが一般的です。1親等の娘、2 親

みられるのは当然でしょう。

等のきょうだいはもちろん、4 親等のいとこと

1990 年以降、退職後の生活を思い描くなか

同じお墓に入ることは、規約上、何ら問題はあ

で、自分のお葬式やお墓について考える人たち

りません。

も増えてきました。お墓を死後の住まいととら

そもそも「●●家の墓」
のように、子々孫々で

えると、
「誰とどんな墓に入るか」
を考えること

同じ墓石の下に遺骨を安置するようになったの

は、ライフデザインの重要な事柄です。住んだ

は、火葬をするようになったからです。

ことのない土地にあり、一緒に住んだことのな

厚生労働省「衛生行政報告例」
によれば、今で

い夫の先祖と墓の下で初めて同居することに抵

こそ火葬率は 99.9％を超えていますが、1970

抗を感じる女性は少なくないかもしれません。

年には火葬率は 79.2％でしたので、50 年前で
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市民団体、寺院や教会などの宗教施設のほか、老

多様な墓のかたち

人ホームなどの高齢者施設もあります。血縁を

ふん ぼ

いわゆるお墓は、
法律では
「墳墓」
といいます。

越えた人たちで入るこうした共同墓は、子々

墳墓とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵す

孫々での継承を前提としない点が特徴です。寺

る施設」とされています。

院が運営する共同墓は永代供養墓と呼ばれ、寺

日本のお墓といえば、縦長の石に
「●●家の

院が子孫に代わり、故人の供養やお墓の維持管

墓」
「先祖代々の墓」と刻まれたかたちをイメー

理をします。共同墓を運営する市民団体の中に

ジする人が多いかもしれませんが、昨今、墓石

は、生前に契約者同士で定期的に親睦会を催し

に刻む文字が多様化しています。
家名ではなく、

たり、
共同墓参をしたりするところもあります。

「愛」
「志」
「平和」
などの単語であったり、
「ありが

またロッカー式の納骨堂は、
本州や四国では、

とう」
「 偲」など、遺族から故人へのメッセージ

お墓を建てるまでの一時的な安置施設として利

を刻んだりする墓石が増えています。音楽好き

用されることが多かったのですが、最近では、

だった故人のために、楽譜を墓石に刻んだお墓

「●●家の墓」
として納骨堂を利用する人が増え

や、バイオリンやピアノのかたちをした墓石を

ています。厚生労働省
「衛生行政報告例」
によれ

建てる遺族もいます。こうしたお墓は、先祖を

ば、東京都では 2005 年には納骨堂は 310 施設

祭る場所というよりは、故人が生きた証や故人

ありましたが、2010 年には 347 施設、2018 年

の死後のすみかとしての意味合いが強いのかも

には433施設にまで増加しています。東京では、

しれません。

広大な用地の確保は難しいこと、仮に土地が

お墓の大きさも、都心では小さくなる傾向に

あっても、近隣住民からの反対が根強いことか

あります。1990 年代初頭では、首都圏の民営墓

ら、新たに墓地を造成するのは現実的ではあり

地で売り出されていた一般的な区画は 3㎡でし

ません。それに比べ、ビル型の室内納骨堂は狭

たが、2000 年頃には 2㎡の区画が中心になり、

小地でも建設できるため、
増加傾向にあります。

最近では 1.5㎡に満たない区画が多くなってい

さらに、墓石を建てるお墓より、納骨堂のほ

ます。30 年前に比べると半分の大きさです。も

うが廉価なうえ、お参りしやすい交通至便な場

ちろん、
「先祖のために立派な大きなお墓を建

所にあることが多く、
墓掃除も不要である点が、

てたい」という人もいますが、
「小さくても故人

遺族に支持されています。

らしいお墓を」
と考える人も少なくありません。

一方、お墓に納骨せず、海などに散骨する方

夫婦や家族などではなく、血縁を越えた人た

法を望む人もいます。法律では墓地以外での埋

ちと一緒に入る共同墓や合葬墓を志向する人も

蔵は禁じられていますが、散骨は遺骨をまくの

います。ここ数年、こうした共同墓を公営墓地

であって、埋蔵ではないため、違法ではないと

に新設する自治体が増えています。故人か遺族

されています。

が市民であることを申し込みの条件とする自治

しかし日本には散骨に関するルールはなく、

体が大半ですが、東京都や高松市、浦安市、さ

散骨する人のモラルや業者の自主規制に任され

いたま市、大阪市などでは、生前に申し込むこ

ているのが現状です。2005 年には、北海道の

とができます。一方、広島市のように、既に遺

長沼町で、散骨を請け負う団体と住民との間で

骨のある遺族でなければ申し込めない自治体も

トラブルが起き、墓地以外に人骨をまくことを

あります。

禁じた
「長沼町さわやか環境づくり条例」
が施行

共同墓を運営する主体は自治体だけでなく、

されました。現在、岩見沢市、秩父市、松島町で
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も散骨は規制されており、熱海市や伊東市など

し、更地にして墓地管理者に返還しなければな

散骨のガイドラインを定める自治体もあります。

らないほか、新しいお墓を建てる場合には、新

散骨と同様に、遺骨を自宅に安置することも

しい墓石を建てることを条件にしている墓地が

法律上、何の問題もありません。子どもを亡く

少なくないうえ、古い墓石を運搬するよりも新

し、親のどちらかが亡くなるまで、骨壺を自宅に

しく墓石を建立するほうが安いケースもあり、

安置している遺族もいます。最近では、全国の

古い墓石は処分しなければならないことが一般

有名窯元の高級骨壺、ゴルフボールやサッカー

的です。

つぼ

ボール型の骨壺、パステルカラーのポットやガ

「この先、お墓を維持管理する子どもがいな

ラスの骨壺などもあり、
自宅に安置していても、

い」
、あるいは
「子どもには託したくない」など

インテリアとして違和感のない骨壺もあります。

の理由で、
先祖のお墓を処分してしまいたいと、

遺骨の一部を
「手元供養」
として安置している

「墓じまい」
をする人もいます。その場合、継承

人もいます。手元供養には、遺骨を小さな容器

を前提としない共同墓などに遺骨を改葬する方

やペンダントに入れるタイプと、遺骨をダイヤ

法もありますが、お墓に安置されていた遺骨を

モンドやプレートなどに加工するタイプなどが

海などに散骨するなどして、先祖のお墓を片付

あります。

けるケースもあります。
改葬にせよ、墓じまいにせよ、墓地を更地に

墓の問題

して返還しなければならない点は同じですが、

昨今、先祖のお墓を引っ越す
「改葬」
が増えて

事前に親族に了解を得ておくことをおすすめし

います。

ます。墓相やお墓の吉凶にこだわる親族がいれ

改葬の理由はさまざまです。かつては、同じ

ば、
「お墓を動かすと子孫が途絶える」
「墓石を

集落に親族が住み、親戚付き合いが濃厚でした

壊すと親族に災いが起きる」などと言われ、ト

が、親族付き合いが希薄になってくると、遠く

ラブルになることもあるからです。
ぼ だい

にあるお墓の掃除や管理をその地に住んでいる

また菩提寺にあるお墓を改葬する場合、これ

親族に任せていることを負担に感じ、お墓を近

を機に菩提寺との関係を解消したいという人も

くに移したいと考える人もいます。
遠くにあり、

いるでしょうが、離檀料と称するお布施として

法事やお葬式以外は疎遠になっているお寺との

法外な金額を菩提寺から要求されたというトラ

付き合いをやめたいと、お墓をお寺から公営墓

ブルが報告されています。本来は、お布施をお

地などに移す人もいます。
また子どもがいない、

寺側から請求されることはあり得ませんし、消

あるいは子どもはいても墓守の負担をさせたく

費者に支払い義務もありません。お布施を払わ

ないという理由で、継承を前提としない共同墓

なかったからといって、改葬できないわけでも

などに移したいという人もいます。

ありません。
しかし、改葬や墓じまいを検討していること

実際、厚生労働省
「衛生行政報告例」
によれば、
無縁墓の引っ越しを除くと、2000 年には 6.5 万

をあらかじめ菩提寺に相談することは、墓の維

件ほどだった改葬件数は、2018 年には 11 万件

持管理や先祖祭祀でお世話になった菩提寺に対

にまで増加しています。

してのマナーではないかと思われます。これま

ただし、改葬には市区町村での手続きが必要

で行ってきた法要のお布施の金額を目安にお礼

で、自分の先祖のお墓であっても勝手に移すこ

を渡し、お寺に感謝の気持ちを伝えるといった

とはできません。また改葬時には、墓石を撤去

配慮も必要です。
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一方、改葬も墓じまいもされず、何年もお参

れています。

りの形跡のない無縁墓の増加が社会問題となっ

その 1 つに、引き取り手のない遺骨がここ

ています。

20 年間、各自治体で急増していることが挙げ

熊本県人吉市では、2013年に市内の全 995カ

られます。しかも身元が分からない行旅死亡人

所の墓地を調査したところ、4 割以上のお墓が

（本人の氏名、本籍地・住所などが判明せず、か

無縁化し、中には 8 割以上が無縁墓になってい

つ遺体の引き取り手が存在しない行き倒れた死

る墓地がありました。東京都では2000年以降、

者）ではなく、多くの遺骨は、身元が判明し、親

年間管理料を 5 年間滞納し、親族の居場所が分

族も分かっている点が、昨今の傾向です。日本

からない無縁墓を撤去していますが、今後増え

では、死後、火葬をしたり、納骨したりする人

る無縁墓対策として、2012 年に無縁合同墓を新

がいない場合、自治体が遺族に代わって行うこ

たに整備しています。川崎市でも 2014 年から

とが義務づけられています。

無縁墓の撤去をはじめ、12,000 体分の無縁合同

自治体が引き受ける遺骨が全国で最も多い大

墓を設置しています。墓地の管理者は、一定の手

阪市では、2018 年には 2,366 体が公営の無縁

続きを踏めば無縁墓を撤去することができます

堂に安置されましたが、このうち、身元が分か

が、その費用は墓地の管理者負担です。したがっ

らない行旅死亡人は 50 人もいません。無縁遺

て無縁墓が増加すれば、墓地の景観が悪くなる

骨の割合は大阪市内で亡くなった人の 8.3％、つ

だけでなく、墓地の運営にも支障が出ます。

まり12 人に 1人は無縁堂に安置されているので

引き取られない遺骨の増加

す。経済的に余裕があっても、既婚者であって
も、親族との関係が疎遠だったために、死後に

そもそも遺族がいない死者も増えています。

無縁遺骨となるケースは珍しくありません。

50 歳時点で一度も結婚経験のない人の割合は、

もちろん、生前にいくら疎遠だったといって

2015 年には男性が約 23.4％、女性が約 14.1％

も、親族の遺骨を無縁遺骨として自治体に預け

でした。1990 年以降、男性の 50 歳時の未婚率

ることに抵抗を感じる人もいます。そのためか

が急増していますが、1990 年に 50 歳だった人

ここ数年、遺族や親族からの
「送骨」
を引き受け

＊

は今年、80 歳を迎えます 。これまで亡くなっ

るお寺が全国で増えています。ゆうパックで遺

た男性の中で一度も結婚したことがなかった人

骨を送る際に納骨代として 3 万円ほどかかりま

はほとんどいなかったのですが、まもなく生涯

すが、
「納骨に高額な費用をかけられない」
「遺族

未婚の男性がどんどん亡くなっていく社会が到

が高齢で納骨に立ち会えない」
「遺族がいない」

来します。

などの理由で利用されているようです。

どんな人も自立できなくなったら、誰かの手

血縁、親族のネットワークだけでは老い、病、

を借りなければなりません。しかし、家族がい

死を永続的に支え続けることは不可能なところ

ても高齢で頼れない人、別居する子どもに迷惑

まで、日本の社会は変容しています。子々孫々で

をかけたくないと考える人、あるいは頼れる家

お墓を継承していくのが当たり前ではなくなり、

族や親族がそもそもいない人たちの急増で、自

改葬や墓じまい、無縁墓や引き取られない遺骨

立できなくなった場合、家族以外の誰に頼れば

の増加など、
さまざまな問題が露呈しています。

よいのかという問題が昨今、クローズアップさ
＊

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2019 年）」
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