
合同墓に関する市民アンケート集計 

 

(1) 調査の内容 この調査は、富良野市民の墓地に関する意識及び合同墓に対する考え方を調査するこ 

とを目的に実施いたしました。 

(2) 調査の時期 平成２９年８月１０日～８月３１日まで。 

(3) 調査対象  ２０歳以上の世帯主について１０歳ごとの世帯主人口比に応じて無作為抽出により 

1,000世帯にアンケートを送付しました。 

(4) 回収数   1,000世帯のうち、居所不明世帯が１２世帯ありましたので、総数は９８８世帯。そ 

        のうち回答していただいた世帯は 350世帯であり、回答率は 35.4％となっています。 

 

(5) 回答者の情報 

 

①回答者の性別 

 

 

②回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 割合

1 男性 228 65.1%

2 女性 120 34.3%

3 未回答等 2 0.6%

合計 350 100.0%

性別

件数 割合

1 ２０代 14 4.0%

2 ３０代 23 6.6%

3 ４０代 54 15.4%

4 ５０代 60 17.1%

5 ６０代 75 21.4%

6 ７０代以上 122 34.9%

7 未回答等 2 0.6%

合計 350 100.0%

年齢



■調査結果 

〇設問 あなたはお墓や納骨堂を持っていますか？または引き継ぐ予定がありますか？（複数回答あり） 

 

１の先祖の墓や納骨堂を引き継ぐ立場にあり引き継いで持っている。及び２の現在自分で取得し持って

いると回答した方の合計は４８．５％であり、約半数の世帯が墓などを保有しています。３の引き継ぐ予

定の方も含めると、２２９人、64.9％の方が墓等を持つ予定です。 

 一方、34.3％の方が４の持っていないし、引き継ぐ予定もないと回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年代別のお墓などの所有割合は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 割合

1 122 34.6%

2 49 13.9%

3 58 16.4%

4 121 34.3%

5 3 0.8%

353 100.0%合計

選択肢

持っていないし、引き継ぐ予定もない

未回答等

先祖の墓や納骨堂を受け継ぐ立場にあり引き継いで持っている。

自分で新たな墓や納骨堂を取得し持っている。

現在は持っていないが、親などから墓や納骨堂を引き継ぐ予定。

ｎ=353 



〇設問 現在、墓地または納骨堂を利用されている方にお聞きします。 

   将来墓じまい（現在のお墓を撤去し、遺骨を他の墓地に移転、あるいは永代供養墓地 

などへの改葬、合同墓へ納骨することなどのことを言います）をお考えになったこと 

がありますか？ 

 
 

現在墓等を持っている、持つ予定 

の方のうち、43.3％が墓じまいを 

考えたことがあるという結果です。 

 

 

〇設問 近年は少子化などからお墓の継承者がいない方も多く、また、費用が安く済むなど 

の経済的な理由から、多くの市民が共同で利用する合同墓（合葬墓地）に関する要望 

が増えています。あなたは、このような合同墓は市の霊園に必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 件数 割合

1 ある 91 43.3%

2 ない 119 56.7%

合計 210 100.0%

件数 割合

1 276 79.3%

2 21 6.0%

3 51 14.7%

348 100.0%

必要だと思う

選択肢

必要ないと思う

わからない

合計

ｎ=210 

ｎ=348 



   合同墓については、全体の７９．３％の方が必要だと考えています。 

また、年代別に見ても合同墓の必要性についての大きな違いはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  墓等を所有されている方のうち、71.4%の方が合同墓は必要と答えています。 

  また、現在持たれていない方（引継予定）および持つ予定の立っていない方の合同墓が 

必要だと答えられた方の割合は 89.5%と 85%と高率となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

自由意見 

旭川に墓があるのですが、富良野も旭川も雑草や廊下などで汚れている。北海道は雪が降

るので室内に墓を移したいが、旭川の方はお寺も違うので、できれば、どの宗教でも入れ

る合同の室内があれば良いと思います。 

富良野の方は、寺に納骨していますが、暮や彼岸は開いているけど命日はお寺が閉まって

いて、気軽にお参りできない。全宗教の合同納骨堂があれば、いつでも行けるし、札幌で

見たことがあってすごく良いと思いました。 

今後見る人が居なくなっても、何年か後には何かしらしてもらえるとか、してもらえると

自分が死んだ後、息子の負担にならなくて良いと思う。年間費もとって良いし、とにかく

今回墓参りした時、すごく考えていたので、このアンケートで答えられてうれしいです。

（すごく汚かったので） 

年会費はお寺に払っているけど（骨を入れたときは年会費はなかった）命日は参れない、

冬は暖房なしで寒くて行けない。もっと気軽にお参りしたいです。反対はあると思うし、

すごくお金がかかることだけど、これから墓も増えるし、是非ともよろしくお願いしたい

です。（30 代 男性） 

お墓を作らず納骨堂を取得したが、約 50 万円使用した。できることなら、市役所が市民

のために合同墓を早めに必要だと考えます。（70 代以上 男性） 

親がまだいて、自分が墓、納骨堂を引き継いで見れるが、子供に見てもらえるか分からな

い。墓を撤去するにも遺骨をどうにかするにもお金が必要で考てはいる。子供はいるが今

後道内にいるかわからないので考えなければいけないが、自分の兄弟（独身もいるので）

とも話していかないとは思っている。ほったらかしにもできない事なので。（50 代 男性） 

近年自然葬や散骨等、墓や墓地にこだわらない方が多くなってきています。私も散骨を希

望していますがどこの場所でも良いという訳ではないので、もし富良野市がラベンダー園

などに無宗教の（私はキリスト教ですが）合同納骨塚を整備するようなことがあればきっ

と申し込むと思います。（70 代以上 男性） 

暗いイメージではなく、明るい公園のような墓地がいいと思う。今は少し暗い。さくら葬、

樹木葬に興味がある（30 代 男性） 

経済的にお墓を持つゆとりがないため共同で利用できる合同墓を要望します。（70 代以上 

男性） 

公園墓地のようにしたらどうか。芝生＋花壇。市民がいつでも行けるように。墓地＝死、

暗い。もっと明るいイメージで作ってみては。今までのような大きなお墓はいらない。公

園の一角にプレートで表示できる供養塔にしてみてはどうですか。（60 代 男性） 

合同墓を作るとしたら、山の方なのでしょうか？できれば街の近い交通の便の良いところ

が良い。車がないので遠くだと行けない。お寺にもよるが、永代供養は 1 体 50 万円くら



いするらしい。年金生活では無理なので、いくら位を考えているのか。（60 代 女性） 

合同墓賛成です。需要有と思います。（40 代 男性） 

合同墓是非検討してください。（70 代以上 男性） 

合同墓地があると大変良いと思います。（70 代以上 男性） 

合同墓は必要だと思いますが、少子化の問題もわかりますが、いざ合同墓ができたらどの

くらいの人が利用するのか？市の霊園に場所があれば親とかが亡くなり子に継がれ、そう

いう合同墓もありかなとは思います。後は費用の問題もある。（50 代 女性） 

合同墓は必要と思うが入りたくない。墓も少子化、核家族化の今、持つことに疑問。樹木

葬、永代供養墓地等の選択肢も検討してもらいたい。（60 代 男性） 

合同墓は良いと思うが、宗派の違いはどうするのですか？（70 代以上 男性） 

高齢化が富良野も上昇しているので、早々に合同墓などの対策は必要と考えます。（40 代 

女性） 

高齢者も増えていくが、子供は減る一方なので公的に管理する合同墓などを増やすべきで

は？（40 代 男性） 

子供は一人しかおらず、兄弟に子供はいないので墓は必要ないし、納骨堂や合同墓にかか

る費用も負担してくれるかわからないので身内には死んだら骨は捨ててくれるよう言っ

ている。（40 代 女性） 

これからは、だんだん少子化、後々継いで見守っていく家族がなく大変になってくると思

います。合同墓は良いことでございます。（70 代以上 女性） 

これからは後継者がいても負担のことを考えてお墓や納骨堂を持つことをためらう人が

多くなると思います。そのような人は合同墓があれば利用するのではないでしょうか？市

の墓地だけではなく、近隣の墓地でも継承者がいない墓が見受けられるようになってきて

いるので、これからは合同墓は是非とも必要になると思います。（60 代 男性） 

幸いにも私には男子の子供がおり、墓地、納骨堂の話、家、土地のことも話してあるので

彼がいる限りは大丈夫と思っていますがその後のことを考えていくと合同墓地に納骨し

ていくことになるのかと思います。墓地にお参りに行くと、手入れのされていないところ

が多くなっておりなんとも淋しい気持ちになります。早い段階で対処していただけると助

かります。（50 代 女性） 

時代の流れで富良野市でも墓じまいしているところが見受けられ、子供が都会に住んでい

たり居なかったりする人が増えているので合同墓地、できれば大きなものがぜひとも必要

だと思います。（50 代 女性） 

市の霊園がどこにあり、どんな状況なのか知りたい。広報等で公開してほしい。合同墓を

探している（道内・旭川近辺）ので資料が欲しい。（70 代以上 男性） 

自分がお墓を引き継いでも後継者がいない。お骨を墓に収めることにこだわりはないの

で、散骨できる場所があればと思います。希望する人には火葬場で温度を上げてもらって



散骨できるようにしてもらえるとありがたいです。（50 代 女性） 

自分が亡くなった時に子供に墓地や納骨堂の管理などで苦労を掛けたくないし、配偶者の

先祖と同じ墓に入りたくない人が増えているので大変いい話だと思う（40 代 女性） 

将来墓を守る家庭が更に減少すると思う。その為にあらゆる墓が荒廃すると思う。よって

合同墓合祀は必然となりそうに思う。（70 代以上 男性） 

将来は合同墓・市の霊園が必要だと思います。（60 代 男性） 

先祖の墓や納骨堂があり、受け継ぐ立場にある。私の時は良いが、子供が遠く、今のとこ

ろをどうするか考えている。合同墓か合同納骨塚があればと思う（70 代以上 女性） 

早急に合同墓が必要となります。後継者がいないため生きているうちに墓じまいを行いた

い。（60 代 男性） 

他所に納骨堂を持っていますが、私一人になってしまったので今後のことが心配です。富

良野に合同の納骨堂ができればとても助かります。今後、そういう方が増えると思うので

ぜひお願いしたいです。自分もいつどうなるかわからない。（50 代 女性） 

嫁ぎ先が他町の為、実家の墓は弟の長男が守ってくれると思います。一般的には合同納骨

塚、合同墓があると良いと思います。墓の道路についてですが、坂道で高齢の親を連れて

の墓参りが困難になり、何とか近くに車をつけお参りをしているのが現状です。昔の人ほ

ど先祖をうやまう心が強いと思うので、これからも親を連れてのお参りを続けたいと思っ

ています。もっと道路整備をしていただけたらうれしいです。（50 代 女性） 

年金生活で墓も納骨堂も高くて買うことができません。費用が安い合同墓、納骨堂ができ

ればうれしいです。子供たちにも迷惑かけずに済みます。（60 代 女性） 

納骨堂やお墓を維持するのは経済的にも大変で、それを子供に引き継がせるのはかわいそ

うに思います。現在、私も実家と嫁ぎ先両方の骨堂を維持しており自分が死んだら合同に

してほしいと住職に頼んでいる。宗派も違うので更に大変です。仏壇も 2 個ありましたが

魂抜き等してかなりお金をかけて 1 個は処分しました。 

宗派関係なく、富良野ならではのラベンダー畑に合同墓があると良いと思います。合同墓

は早急に必要です。今は皆が困っています。（60 代 女性） 

墓や納骨堂には重苦しい雰囲気があります。子供たちには管理などに通ってもらう気持ち

になれません。合同墓は以前から考えていましたが富良野市にはないことに不安がありま

した。是非合同墓がつくられることを期待します。（60 代 男性） 

富良野市で合同墓を作っていただけたら入らせていただきたいです。（60 代 女性） 

富良野市の墓地用地の状況はどんなものですか？これによって合同墓は必要ではないか。

当面合同墓を計画してほしい。少子化で継承者がいない。このアンケートの結果を広報な

どで知りたい。 

他の市・町でも墓じまいしているのも聞きます。ぜひ、合同墓は早めに作った方が良いと

思います。（70 代以上 男性） 



墓地がないのでわかりませんが合同墓は良いと思います。（70 代以上 女性） 

まだ墓について家族で話し合ったことがないので死後のことはわかりません。遺骨をどう

するか、家族が遠いので経済的なこと維持管理を考えるといつか家族と語り合いたいと思

っているところです。市民の墓は必要だと思いました。共同墓は必要です。（70 代以上 男

性） 

若いときは墓地を取得したいと思いましたが、年を取るにつれて車の関係で運転もままな

らず、子供たちも年を取ります。墓地の合同墓ではなく、合同の納骨堂はどうでしょうか？

（70 代以上 男性） 

私は地方出身で、妻子もありませんが、地元にある墓を墓じまいにするか考えています。

兄が地元にいますが、今後どうなるかわからないので合同墓地はありがたいです。もし、

合同墓に移しても参拝する身内等がいなくなれば納骨スペースはどうなるんですか？私

の家柄はそんなに資産家ではないので元気があるうちに散骨等考えていますが…。合同墓

は賛成です。（50 代男性） 

私も合同墓にする考えでおります（したい）富良野でできると安心です（70 代以上 女

性） 

12 年前に現在の墓地を取得しましたが、契約書には 3 年以内に墓を建立するという契約

ではなかったでしょうか？空き地があるのはなぜでしょうか？ 

私にも息子がおりますが、何れ跡継ぎの問題で合同墓が必要な時代が来るのかもしれませ

ん。（50 代 男性） 

足の不自由な年寄りが現在の墓地を上がり、上の方まで行くのは大変である。（足場が悪

いため）車道とは言わずとも、歩道（階段）などがあれば良いと思う。（50 代 男性） 

今の火葬場を広い建物に建替えてほしいと思っています。（70 代以上 男性） 

今の状態を常に保って欲しい（40 代 男性） 

今のところ墓まで考えていないが将来墓があればいいなあと思います。いずれ墓を取得し

たいと思っています。（70 代以上 男性） 

今のところ富良野市の人口からみて、合同墓は必ずしも必要と思えない。ただ、子供が遠

く都会などに行き、富良野に帰って来ず単身の高齢者が多くなってきたとき、必要になる

こともありうる（70 代以上 男性） 

今は転勤で富良野に住んでいるため、自分自身の墓については考えていない。しかし、今

日の社会を見る限り合同墓などは必要性が高いと思う。財政面を別として考えるのであれ

ば市として考えるべきだと思う。（20 代 男性） 

今はどうにか、周りの草刈りに行っているが、数年後、行って草刈りはできない。墓所以

外の笹を完全になくして欲しい（60 代 男性） 

今まで市は墓地を売ればよいと思っていただけでないですか。私たちみたいなお金に困っ

ている人がようやく、もとめて守るのが精一杯頑張っているものに対して失礼。それより



も、まだ、土地に余裕があるのだから、足のわるい人たちでも行けるようにしてほしい。

新しい方も、道路とか草で足のわるい人は歩けない。もう少し道路や空いているところを

整地してほしい。特に用水路の淵もきれいにしてほしいです。お墓に一人でも行きやすい、

明るい場所にしてほしい。 

買いに行ったときは、きつい口調で役所の係の人に言われたけれど、言った役所の方が守

ってほしい。新しい方にはゴミ投げ場も水もない。私たち足の悪くなった人は大変です。

虫の駆除、草も隣の人がしなければならない。役所の人はもう少し見回りもしてほしい。

土地を売ればよいという気持ちを捨ててほしい。道路だけでもきちんとしてほしい。（70

代以上 女性） 

お寺などの納骨堂は将来いつまでも経費が掛かるので、子孫のことを考えると金銭的にも

負担はかけられない。お骨などについて、だんだんと先祖供養などの考えは薄れているし、

一人っ子など結婚したことを考えると両家の遺骨など祭るのは大変でもある。（70 代以上 

女性） 

お墓へ登る道など他の市町村に比べ整備がおくれて車が入りづらい。又、上の方へ上る道

が整備されてなければ高齢者が墓参りするのは困難になる。なるべく道路を整備してほし

い。込み合わない日であれば、上に車で行けるようにして欲しい。（70 代以上 女性） 

火葬場の南側の駐車場が狭いので横の空き地を整備して広げて欲しい。（70 代以上男性） 

九線の墓の駐車場を広くしてほしい。間にある坂道が狭くもう少し舗装にするなり整備し

て欲しい（50 代 女性） 

旧墓地の道路を整備して欲しい（60 代 男性） 

近年 40 代、50 代の女性の独身の方と仕事を共にすることが増えました。皆さんまだまだ

先のことと思っている様子を今後自分を含めて大変な時代になったと考えています。終活

とかの準備などは個々で行いますが、合同墓は税金でまかなう事になるのか？まだまだ課

題が多い。（30 代 女性） 

草刈りや道路の補修をお願い致します。（60 代 女性） 

草を刈ってあっても我が家の墓まわりは刈っていないことが多い。大変だとは思うがわき

道や細やかな部分も草刈りをお願いしたい。（60 代 男性） 

現在チーズ工房裏のお墓を利用させていただいています。今年の春に水路を作り替えたよ

うですが、車社会の中とても車が入らず、他の車があるためとても利用しづらい様子があ

り、自分もとても不便に感じています。場所としては町からも近く、周りの自然等はとて

も良いと思います。（60 代 女性） 

現在納骨堂を持っているので墓はいりません。（60 代 女性） 

現在の生活・支払い残などもあり自分が死亡したとき安価で葬儀等をすませられるのか？

のたれ死にもありうるので答えは出せない。（米 VS 北のこともある）人間はなぜ産まれ

てきてしまうのかそこが問題なのでは。2,000 人分のアンケートにしてみては。（50 代以



上 男性） 

現在は納骨堂にお骨を預かってもらっているが、やがてお考えのような時代が来ると思い

ますが皆様がどのように考えておりますかを知りたいと思います。あえて反対はしませ

ん。（70 代以上 男性） 

現在私は墓も納骨堂も持っている。これからの若い人たちに迷惑はかけられない。できれ

ば墓はいらないと思っている。年齢と共に富良野の墓地は急な坂道でお参りするのが大変

だ。下に建設されている墓地用地はまだあるのだろうか？（合同墓に賛成したいと思う）

（70 代以上 女性） 

後継者が職業優先で他地方に変わるか不明で特に話し合ったことはない。毎年、弟夫婦と

お寺の納骨堂で両親の供養にお盆に打ち合わせを行う（70 代以上 男性） 

合同墓成立に伴い、現行の墓地、富良野、山部、東山、老節布等の統廃合を行わず現行通

り清掃、草刈りを執行していただきたい（70 代以上 女性） 

合同墓にせよ墓・納骨堂は住宅地には作らないべき。（40 代 男性） 

高齢化が進む中お参りされる方が少しでも利用しやすくなるよう配慮してほしい。例え

ば、墓の通路の整備、車が通りやすい舗装路にお願いしたい。（60 代 女性） 

個人的には行政は無縁仏だけの対処。宗教的な側面は外し、古くからの習慣としての墓で

良いと思う。（宗教により弔い方、概念が違う）（60 代 男性） 

子供が札幌なので今はわからない。（70 代 男性） 

これからの時代、各自治体に合同墓が必ず必要になってくると思います。是非ご検討を。

（50 代 男性） 

市民の高齢化が進んでいるが、墓地の急斜面が砂利のままであるだけでなく、整備不良と

言っていい程危険個所が多い。高齢者はもちろん車椅子を利用している方は墓地に入れな

い状況なのはおかしい。また、毎年スズメバチなど蜂に刺される被害が多い。全体に草も

伸び放題。民間の霊園のように管理費がほぼ無いような状況なのかもしれないが、あまり

にも墓地全体が荒れていてひどい。誰でも気軽に墓の手入れへ行けるよう全体に整備して

いただきたい。富良野市の予算の使い方は市民への配慮が感じられず、いつもがっかりし

ている。（40 代 男性） 

宗派を問わない合同霊園（市立）無料もしくは低額での永代供養が宗派を超えて利用でき

ると良い。（40 代 男性） 

女子ばかりなので永大供養を考えてはいますが、まだ先のことなのでいずれは考えなくて

はいけないので、合同墓への納骨を頭の中に入れています。（60 代 女性） 

そもそも死んでいった後の霊体は、また人として生まれ変わると思っているので墓は必要

ないと思います。（30 代 男性） 



道路が悪いガタガタの時（穴があき大変の時あり）自分の墓まで草がボウボウで困ってい

ます。お盆の時は少しは良くなっているけど（春から秋の時）整備（広い道だけでもアス

ファルトに）してほしいです。合同墓もいいかもと思う。（70 代以上 男性） 

道路整備を要望（50 代 男性） 

道路の舗装、駐車場の舗装、道路拡巾（70 代以上 男性） 

年齢が増していくと墓地まで大変だと思います。（70 代以上 男性） 

墓と墓の間の道の整備が必要だと毎年感じています（60 代 男性） 

墓はお金がかかりすぎる（40 代 男性） 

墓への道が狭く、きちんと整備していただきたいと思います。年と共に歩きづらく車で近

くまで行けるようにしていただきたいと思います。（70 代以上 女性） 

場所の提供だけではいずれ限界になると思う。仕組み作りも必要で横須賀市のエンディン

グプランサポート事業が良い例になると思います。（40 代 男性） 

バリアフリー化を進めて良いかと思います。坂道が大変で砂利道も滑り大変です。なかな

かお墓参りも大変になりつつあります。道を良くするか、車やタクシーが入れる方へと思

っています。（50 代 女性） 

必要か？と思うが富良野のような田舎でどれだけの人が利用するだろうと思う。 

墓を持たないときは全く気付かない事でしたが、年に数回草刈りなど市で管理されている

ことに感謝です。いつも思っていることですが、彼岸・お盆等後のゴミステーションに「分

別して」とありますが、何をどのように、どこに捨てればいいのか、おろした花「缶・ビ

ンは持ち帰れ」とか、いつも何か混ざっていて係の人が大変だろうと感じています。聞い

た話でどこかの町？市？かは不明ですが、お盆・彼岸後のお墓に上げた花を片付けてくれ

るとか。近くに居る者は下げにも行けますが、遠くの人だったり年を取って行けない人も

いるでしょう。時間が経ってそのままの花はお墓がとてもかわいそうになります。盆明け、

彼岸明けなど、花を片付けてくれるサービスは無理でしょうか？自分は今のところ地元で

すし、運転もできるので大丈夫ですが。ゴミの事は本当に分別、置き場所など明記された

ら良いと思います。（70 代以上 女性） 

費用は少ない方が良い（70 代以上 女性） 

富良野市に墓地はなく、親族もいないのでよくわからない。友人から整地してほしいと聞

いたことがある（30 代 男性） 

他の市町村墓地のメイン道路は完全舗装されているが富良野市墓地（光正寺）左の新しい

メイン道路未だ舗装されておらず車の往来で土埃でもうもうである。今時の道路事情にし

て非常に不快である。市管理墓地にしては甚だお粗末である。早急に舗装工事に着手

を！！（他の市町村管理墓地を見て参考にすべし！）（70 代以上 男性） 

墓地駐車場までの道路を舗装していただければと思います。（一部未舗装が残っています）

（60 代 男性） 



墓地ではありませんが火葬場がかなり老朽しているように（特に待合室）思います。改装

又は立替が必要に思う。（70 代以上 男性） 

墓地に行く道路について、まだまだ道路幅が狭いと思う。時期にしか混まないので仕方な

いとは思うが整備してほしいと思う。（50 代 女性） 

墓地の車の回路を整備して欲しい。車がすれ違えないので道路の幅をひろげる、もしくは

一方通行にするなど９線の墓地はとくに坂なので運転が大変（40 代 女性） 

墓地までの道の整備、空き墓地への管理。（60 代 男性） 

本家が遠くにあり、何れ富良野で自分達のことを考えなければなりません。合同墓のこと

は新聞等で聞いていて、良いことと思っていました。富良野でも近々考えてもらえたらう

れしいです。（70 代以上 女性） 

まだ子供たちと話し合っていないので今後のことを決めたいと思っています。アンケート

に書いたように納骨堂がとりあえずいいのかと思っています。（70 代以上 男性） 

まだ先のことなので考えたこともありませんでした。長男でもないので全く無知です。（30

代 男性） 

もう少し区画を小さくして提供すると良いと思う（40 代 男性） 

焼場奥の墓地を利用している者には、駐車場から遠すぎる。（70 代以上 男性） 

私としては富良野市にも合同墓があっても良いと思うのですが（70 代以上 女性） 

私共の後、永代供養墓地と思っている。（60 代 男性） 

私は以前より、合同墓に自分が亡くなった場合は入りたいと考えていました。（他の市町

村でも）。ぜひ作っていただきたいと思います。（60 代 男性） 

私は地方から来て富良野に住んでいるので先祖からの墓を（昨年たて替えたばかりです）

遠くであり交通の便が悪い。これからは合同墓が必要となることでしょう。そのような時

代が来ているのです。（70 代以上 女性） 

私は富良野に墓はなく、現在ある墓を維持していくつもりです。（60 代 男性） 

私は他から富良野に来た。お墓のある所に子供がいるので今のところ心配していません。

（70 代以上 女性） 

 

 


