
さいたま市思い出の里市営霊園 

再整備基本計画 

平成２９年３月 

さいたま市 





目  次

１．計画の前提 ....................................................................................................................... 1 

（１）背景と目的 ................................................................................................................ 1 

（２）市営墓地の概況 ........................................................................................................ 5 

２．計画条件の把握と整理 ..................................................................................................... 6 

（１）関連計画 ................................................................................................................... 6 

（２）計画対象地周辺の状況 ............................................................................................. 8 

（３）思い出の里市営霊園の現況 .................................................................................... 10 

（４）諸条件の整理 .......................................................................................................... 14 

３．市営墓地の必要数と墓地需要の整理 ............................................................................. 15 

（１）市営墓地の整備状況 ............................................................................................... 15 

（２）民間墓地の空き区画状況 ........................................................................................ 15 

（３）墓地需要推計 .......................................................................................................... 15 

（４）さいたま市における必要墓所数の検討 .................................................................. 15 

４．再整備基本計画 .............................................................................................................. 17 

（１）ゾーニング計画 ...................................................................................................... 17 

（２）合葬式墓地 .............................................................................................................. 18 

（３）改葬整理による循環利用の推進 ............................................................................. 26 

（４）無縁遺骨用合葬施設 ............................................................................................... 28 

（５）駐車場 ..................................................................................................................... 30 

（６）再整備基本計画図 ................................................................................................... 32 

（７）事業スケジュール ................................................................................................... 33 





1 

１．計画の前提

（１）背景と目的

１）これまでの背景及び目的

本市では、これまで「思い出の里市営霊園」「青山苑墓地」「諏訪入墓地」「諏訪入第 2 墓地」
「善前墓地」の市内 5箇所、合計で約 24,000区画の市営墓地の管理運営を行うとともに、民間
墓地の経営許可等により墓地行政の運営に取り組んできましたが、平成 24年度をもって市営墓
地の新規募集は終了し、それ以降は返還された墓地の再募集のみとなっています。現在、さい

たま市は超高齢化が進んでおり、少子化、核家族化、生涯未婚率の上昇などの社会情勢の変化

や市民の墓地に対する考え方の変化等に対応することが求められています。

こうした状況の下、平成 26年度に墓地に関する市民意識調査を実施するとともに「さいたま
市墓地行政のあり方研究会」を設置し、平成 27年度に「さいたま市墓地行政の基本方針」（以
下「基本方針」という。）を策定しました。基本方針では、墓地行政が抱えている課題を踏まえ、

今後の本市全体の墓地のあり方として３つの方針を掲げ、市営墓地が早急に取り組むべきもの

として思い出の里市営霊園における合葬式墓地の整備、無縁化墓地の改葬整理による循環利用

の推進、孤立死等による無縁遺骨への対策を短期的取組として位置づけました。

思い出の里市営霊園は昭和 51年に供用が開始され、現在約 40年が経過しております。普通
墓地、屋内外の立体墓地や合葬式墓地が約 21,000区画整備されている中、募集の際、応募数が
少なかった屋外立体墓地については第二、第三期工事を見合わせたため、建設予定地が現在ま

で空き地になっています。

本計画では思い出の里市営霊園を対象として既往計画である「大宮市営霊園基本計画」「大宮

市営霊園再整備基本計画」「さいたま市墓地行政の基本方針補完調査等」を踏まえ、基本方針で

示された短期的な取組にあげられた中で特に優先すべきであると考えられる合葬式墓地の整備、

無縁化墓地の改葬整理による循環利用の推進、無縁遺骨用合葬施設の整備及びこれらの整備に

よる参拝者の増加に伴う駐車場の整備について未利用地を活用した基本計画を策定することを

目的とします。

２）計画の位置づけと既往計画の概要等

本計画は既往計画や、基本方針を踏まえて再整備の計画を定めるものです。

①「大宮市営霊園基本計画」の概要（昭和 49 年） 

本計画は、市民福祉の向上と環境の整備だけでなく、市民が本市に墓地を持つことによる

心の安らぎと祖先祟敬の道徳的場所となるよう総合的な土地利用計画をも考え合わせた公営

墓地公園の計画を市制 30周年記念事業として行ったものです。既存墓地には無い、機能性、
デザイン性への配慮に加え近隣住民へのサービスとして、広場や園地の解放、外周の公園整

備等が位置付けられました。
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■基本方針

【1】自然環境の整備拡充
  【2】墓域を公園墓地形態とする

(a)墓域内に緑地を充分確保する
       (b)主要幹線によって墓域を分離する

(c)中心施設の設置
(d)墓所形態
(e)墓碑等の制限

  【3】近隣住民へのサービス
  【4】サインの設置

②大宮市営霊園再整備基本計画の概要（平成 8年 2月） 

本計画は思い出の里市営霊園が供用開始から 20年経過するため、緑地として残された未利
用地などの活用と諸施設の機能拡充を含めて、既存市営霊園の再整備の方向性を検討したも

のです。

墓地行政の基本的方向性として、「公営墓地の役割として『①公平性、②非営利性、③先導

的な役割』となる新たな視点から、社会福祉の一環として、人口構造や高齢社会等の情勢の

変化に対応するため、民間墓地や寺院墓地などとの調整を図りつつ、今後の墓地行政を進め

ること」とされました。再整備にあたっては、この方向性を前提とし、将来的な位置づけを

踏まえて基本方針が設定され、家族観の変化等、社会情勢の変化を踏まえ、「合葬式墓地」等

新たな形態の墓地の整備が位置づけられました。

■基本方針

 【1】新たな視点を踏まえた追悼空間の整備と、土地の有効利用を図る。
 【2】レクリエーション機能を有した場として、緑地の保全と調和を図った整備を行う。
 【3】利便性を高めるため、諸施設の機能向上の整備を図る。

■ゾーニング計画図

  整備の基本方針を受け、再整備の方向性を６つのゾーンに区分しました。

ゾーンⅠ：諸施設の機能の充実を図る。

ゾーンⅡ：未利用地での新規墓所の整備と広場の整備を図る。

ゾーンⅢ：シンボルエリアとして納骨堂等の整備を図る。

ゾーンⅣ：景観の整備と施設の活用の整備を図る。

ゾーンⅤ：線的なゾーンとして、ネットワークの整備を図る。

ゾーンⅥ：自然環境を保全し、緩衝帯としての整備を図る。



3 

③さいたま市墓地行政の基本方針の概要（平成 27年 9 月） 

平成 25 年度に庁内研究会を組織して、市営墓地の現状を整理しました。平成 26 年度は、
墓地に関する市民意識調査を実施するとともに、新たに設置した「さいたま市墓地行政のあ

り方研究会」の協力を得ながら検討を行い、今後の墓地行政を総合的に展開していく際の基

本的な考え方と取組の方向性をまとめました。

■基本方針

   本市の墓地行政が抱える課題を整理し、それを踏まえて次の３つの基本方針を掲げました。

 【1】墓地の需要に対し、官民の役割分担による墓地供給を図ります。
 【2】新たな墓地形態や利用方法を導入し、ニーズの変化に対応します。
 【3】墓地を適切に管理するため無縁化防止に努め、循環利用を進めます。

②中長期的な取組 

公園型墓地の整備に向けた検討

墓地需要の見直し

①短期的な取組の効果や、埼玉県及び民間墓地の供給状況

を踏まえた墓地需要の検証 

②社会情勢等を踏まえた見直し 

基本方針２ 

新たな墓地形態や利用方

法を導入し、ニーズの変

化に対応します。

基本方針１ 

墓地需要に対し、官民の

役割分担による墓地供給

を図ります。 

基本方針３ 

墓地を適切に管理するた

め、無縁化防止に努め、
循環利用を進めます。



4 

■市営墓地の取組

市営墓地の取組のうち、喫緊の課題であるといえる量的ニーズへの対応、墓地の無縁化へ

の対策に関連し、「思い出の里市営霊園における合葬式墓地の整備」「無縁化墓地の改葬整理

による循環利用の推進」「孤立死等による無縁遺骨への対策」を、短期的な取組として位置づ

けました。中長期的な取組としては、短期的な取組の効果や、民間墓地の供給状況、社会情

勢等の変化を踏まえて、墓地需要の検証を行い、新たに市営墓地の整備が必要となった場合

は、全庁的に継続した情報交換を図りながら公園型墓地の整備に向けた検討を行うこととし

ました。

④さいたま市墓地行政の基本方針補完調査等業務の概要（平成 28 年 3 月） 

「基本方針」の短期的取組に位置づけた施設について、①未利用地の有効活用②既存施設

との調和③周辺環境への配慮④ニーズの変化への対応の観点から必要となる基本的な情報を

調査し、整備候補地等について整理しました。
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（２）市営墓地の概況

１）各市営墓地の現況

市内には、「思い出の里市営霊園」「青山苑墓地」「諏訪入墓地」「諏訪入第 2墓地」「善前墓地」
の 5箇所、約 24,000区画の市営墓地が整備されています。
思い出の里市営霊園には、芝生墓地、普通墓地、立体墓地（屋内、屋外）、合葬式墓地等が整

備されており、その他の市営墓地は全て普通墓地となっています。

■市営墓地の区画数

名称 全区画数 施設 区画数 

①思い出の里市営霊園 

（昭和 51年供用開始）
21,123

芝生墓地（3.3㎡） 13,741 

芝生墓地（4.5㎡） 1,292 

普通墓地（5.0㎡） 1,846 

立体墓地（屋内・6体用） 1,064 

立体墓地（屋内・8体用） 1,176 

立体墓地 

（屋外・4体用・上段） 
267 

立体墓地 

（屋外・4体用・中段） 
260 

立体墓地 

（屋外・8体用・下段） 
267 

合葬式墓地 

（単身・夫婦用） 
1,200 

移転墓地 10 

②青山苑墓地 

（平成 2年供用開始） 
1,623

第 1～第 8 1,059 

第 9（雛壇） 80 

第 10～第 14 484 

③諏訪入墓地 

（昭和 14年供用開始）
661 － 661 

④諏訪入第２墓地 

（昭和 57年供用開始）
126 － 126 

⑤善前墓地 

（昭和 22年供用開始）
514 － 514 

合計 24,047 － －

平成 28年 12月現在  
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２．計画条件の把握と整理

（１）関連計画

１）都市計画

①都市計画法 

本霊園は市街化調整区域（建ぺい率 60％、容積率 200％）内に位置します。（日影規制な
し）霊園中央を南北に都市計画道路（大間木丸ヶ崎線）が予定されています。本霊園は昭和

46年 12月 28日埼玉県告示第 1761号により、都市計画事業の認可を、昭和 51年 3月 30日
埼玉県告示第 472号及び平成 8年 12月 28日埼玉県告示第 1462号により都市計画事業の変
更認可を受けています。

②都市公園法及び緑地の保全 

本霊園は昭和 58年に都市公園に指定されています。法律や条例に基づく緑地保全区域の指
定は受けていません。 

■都市計画図
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③文化財 

   本霊園の北側の一部が埋蔵文化財包蔵地となっています。今回の計画地は、該当しません。

■埋蔵文化財包蔵地位置図

④墓地、埋葬等に関する法律 

   区域内の墓地の新たな設置については墓地の許可又は届出の内容に変更が生じるため、さ

いたま市墓地等の経営の許可等に関する条例第 18条の変更届の手続きが必要となります。
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（２）計画対象地周辺の状況

１）土地利用

本霊園は比較的市街地に近いところに位置しており、北西部は日生大谷団地による戸建団地、

その他にも住宅地が点在しています。また、霊園北東側は総合公園、東側は加田谷川及び田畑

などの緑地が存在しています。特に南側は「染谷ふるさとの緑の景観地」である斜面林があり、

霊園と外部の緩衝機能を有した良好な緑地となっています。その他に寺社も多く点在していま

す。
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２）交通施設現況

本霊園への公共交通機関でのアプローチはバス利用となります。大谷県営住宅からさぎ山記

念公園間を運行する見沼区コミュニティバスは、本霊園正門にバス停「市営霊園思い出の里」

があります。また、ＪＲ大宮駅東口及びＪＲ北浦和駅東口からバスがあり、バス停「向大谷」

が正門から 300～400ｍに位置しています。車でのアプローチは、市道 21016号と県道 65号
さいたま幸手線が接続しており、大宮駅、浦和駅方面からのメインアプローチになっています。

また、市道 21951号は岩槻区方面からのアプローチとなっています。

■現況図 

■広域図 
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（３）思い出の里市営霊園の現況

１）建築物現況

本霊園の西側は霊園事務所、葬祭場、休憩場・物品販売所等の建築物が集中しており、敷地

中央には立体墓地、敷地東側はトイレ・東屋等の休憩施設が点在しています。斎場、納骨堂利

用者と墓参者との動線分離を基本とし、中心広場の修景効果を高める目的から斎場、納骨堂廻

りを緑地とし、墓園全体の落ち着きと参拝者への安らぎを与えるよう配置されています。
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２）土地利用状況

本霊園における土地利用の割合は、墓地区域が約 30％、緑地が約 27％、通路が約 17％、建
築物が約 2％、その他が約 24％となっています。墓域は芝生墓地の特殊性から通路面積が含ま
れており、土地の利用効率が高くなっています。道路面積も、通路面積が少なくなるため、全

敷地面積に対する土地利用比は既設の墓園より低くなっています。
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３）墓地利用状況

本霊園には 5 種類の墓地形態があり、全体区画数に対して約 71％が芝墓地、約 9％が普通
墓地、約 10％が立体墓地（屋内）、約 4％が立体墓地（屋外）、約 6％が合葬式墓地となってい
ます。
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４）駐車場状況

本霊園の駐車場台数は、平面駐車場で 330 台、繁忙期の路上駐車スペースで 216 台の合計
546台が確保されています。内訳としては、正門側に 152台、敷地中央に 136台、東側に 42
台あり、広い園内を補うため、路上駐車スペースが園路に配置されています。

駐車場台数（現況） （台）
障害者用一般用 合計

26
39
15
32
40
78
21
37
28
6
8

330

3

2

2
1
1
1
1
1

12

　26
　36
　15
　30
　40
　76
　20
　36
　27

　　5
　　7

318

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
計
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（４）諸条件の整理

１）整備対象

上位関連計画より、優先すべきであると考えられるものは以下の通りです。

・合葬式墓地の整備

・無縁化墓地の改葬整理による循環の推進

・無縁遺骨用合葬施設の整備

・上記の整備に伴う参拝者の増加に伴う駐車場の整備

２）諸条件の整理

○効率的な埋蔵施設の整備

より多くの墓地を提供するには、土地利用効率の高い墓地を計画する必要があります。

○周辺環境への配慮

本霊園の敷地の大部分は整備が終了しており、利用できる敷地が限られています。また、

残された土地の多くは不整形で敷地の境界部分に多いことから、周辺敷地への十分な配慮が

求められます。

○景観への配慮及び既存施設との調和

本霊園内には良好な緑地が残されており、緑の保全・活用及び景観へ配慮が求められます。

また、本霊園は既に約 21,000区画の墓地が供用されており、既存墓地及び既存施設との調和
にも留意する必要があります。

○無縁化防止対策の構築

核家族化・少子化・未婚率の上昇や人口減少社会の到来により、墓地の承継者の不在が今

後の大きな課題となることが予想されるため、福祉的側面からの墓地の供給と無縁化対策を

構築する必要があります。
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３．市営墓地の必要数と墓地需要の整理

（１）市営墓地の整備状況

市内には、「思い出の里市営霊園」「青山苑墓地」「諏訪入墓地」「諏訪入第 2墓地」「善前墓地」
の 5箇所、約 24,000区画の市営墓地が整備されています。

（２）民間墓地の空き区画状況

過去 15年間に許可された民間墓地のうち 38 施設を対象とした調査（平成 25年度実施）の
結果、空き区画数は以下のとおりです。

調査対象施設数 事業型墓地 境内墓地 計 

38 
（うち５施設は未回答）

約 5,600 約 1,900 約 7,500 

「さいたま市墓地行政の基本方針（平成 27年 9月）」

（３）墓地需要推計

「さいたま市墓地行政の基本方針（平成 27年 9月）」によると算定結果は以下のとおりです。
平成 27年から平成 46年までの墓地需要数の累計値は、48,847件となり、1年あたり、平均し
て 2,054～2,792件の間で需要が発生し続ける見込みとなります。
   ■墓地需要推計（大阪府方式）

推定死亡者数 墓地需要率 傍系世帯率 定住志向率 墓地必要数 (年平均) 累計 

H27～31 55,955 

0.225 0.367 0.62 

10,269 2,054 10,269 

H32～36 63,611 11,674 2,335 21,943 

H37～41 70,539 12,945 2,589 34,888 

H42～46 76,064 13,959 2,792 48,847 

「さいたま市墓地行政の基本方針（平成 27年 9月）」

（４）さいたま市における必要墓所数の検討

前項を踏まえ、思い出の里市営霊園における必要墓所数を検討します。

①民間墓地の供給数 

平成 22年度から平成 27年度の 6年間で現行条例適用の新規墓地 3件及び変更墓地（事
業型及び檀家用含め）の推計数は、6,309区画あり、6,309÷6≒1,051 区画が年間平均供
給数となります。よって 1,051×20年間で 21,020区画が宗教法人及び公益財団法人等の民
間による供給数となります。

また、平成 25 年度に実施した調査によると平成 10 年度から平成 24 年度までの新規・
拡張許可を行った法人あて 38施設（回答 33施設）では空き区画が約 7,500区画との推定
値が得られています。そのため、民間墓地の供給数として 21,020区画＋7,500区画＝28,520
区画となります。
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②市営墓地の返還数の推計 

返還墓地数は平成 25年度 48件、平成 26年度 52件、平成 27年度 62件の計で 162件
あり、54区画が年間平均返還数となります。
今後 20年においては 1,080区画が返還されると予想されます。

③無縁化墓地の整理による再募集数の推計 

無縁化墓地に対する整備については、平成 23年度に 73区画、平成 26年度に 141区画
が 3 年以上の滞納があり、さいたま市墓地及び納骨堂条例に基づく許可取り消し対象とな
ります。

141－73＝68区画であり、3年間の発生区画数より平均 68区画÷3年≒22区画/年とな
ります。よって 22 区画×20 年＋141 区画≒580 区画の再募集が可能となると予想されま
す。

④合葬式墓地の再募集数 

平成 14年度から平成 24年度まで公募を行った合葬式墓地が順次 20 年目を迎えて平成
35年から合葬開始となり、平成 45年度までに 1,200区画の合葬が終了します。今後 20年
の間に平成 34 年に 41区画、36 年に 480区画、37 年に 55 区画、39年に 288 区画、40
年に 191区画、41年に 7区画、42年に 104区画、45年に 18区画の計 1,200区画の再募
集が可能となります。

⑤必要墓所数 

①～④の推計により、民間供給数及び空き区画、市営墓地の返還墓地及び無縁化墓地整

理を合わせると、28,520区画＋1,080区画＋580区画＋1,200区画≒31,380区画となりま
す。

ここで今後 20 年間の墓地需要推計値は 48,847 区画であるため、48,847 区画－31,380
区画＝17,467区画≒17,000区画となり、約 17,000区画が必要となります。
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４．再整備基本計画

（１）ゾーニング計画

１）ゾーニングの検討

諸条件を踏まえ、思い出の里市営霊園において再整備を行うエリアは以下のとおりとします。

エリア 施設配置

シンボルエリア
既存の屋内・屋外立体墓地や合葬式墓地があり、新たな合葬式墓地を整

備し、多様な形態の墓地が集まるエリアとする。

無縁遺骨合葬エリア
既存の無縁遺骨用保管施設があり、新たな無縁遺骨用合葬施設を整備し、

遺骨の保管及び合葬に至るまでの作業を効率的に行うエリアとする。

駐車場エリア
思い出の里市営霊園へのメインアプローチに隣接して、駐車場の整備を

行い、渋滞緩和を図る。

■ゾーニング図

シンボルエリア 

駐車場エリア 

無縁遺骨合葬エリア 
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（２）合葬式墓地

１）整備する合葬式墓地の形状

平成 26 年度に実施した意識調査によれば、合葬式墓地については、「積極的に設置すべき」
「承継者がいなければやむを得ない」が合わせて 79.6％となっており、合葬式墓地のニーズが
あることがわかりました。また、墓地の形態については、「慰霊碑合葬式墓地」よりも「樹林型

合葬式墓地」を希望する人の方が多く、「自然に還りたい」というニーズだけでなく、「承継や

管理への不安」「墓地需要への対応」等の社会情勢を踏まえた新しい墓地として樹林型の合葬式

墓地を整備することとします。

２）埋蔵数の検討

「さいたま市墓地行政の基本方針補完調査」では、思い出の里市営霊園の未利用地で芝生墓

地：570 区画、壁墓地：400 区画の供給可能性があり、それ以外の供給については樹林型合葬
式墓地で担うこととし、その供給数は約 16,000体とします。

３）埋蔵方式等の詳細検討 

①埋蔵方法 

  樹林型合葬式墓地では共同カロートに一緒に埋蔵する「共同埋蔵方式」と 0.5ｍ×0.5ｍ程
度を 1区画として樹木の周りに個別に埋蔵する「個別埋蔵方式」の大きく 2種類があります。
「共同埋蔵方式」の事例では 0.07 ㎡/体から 0.09 ㎡/体であり、「個別埋蔵方式」の 0.25 ㎡/
体程度に対して約3倍の埋蔵能力があります。本計画地の対象敷地面積は約1,000㎡であり、
16,000 体の墓地需要に応えるためには効率的な共同埋蔵方式が望ましいと考えます。また、
本計画では墓地需要に応えるため、遺骨が効率的に埋蔵される必要があり、骨壷ではなく袋

に詰め替えて埋蔵することとします。

②カロートの配置 

「共同埋蔵方式」においては、大きなカロートで共同埋蔵するか、小規模なカロートを分

散配置するか 2通りがあり、先行事例としては小規模のカロートを分散配置するものが多く、
3基～27基と様々あります。遺骨を埋蔵する際、壁がある方が埋蔵しやすいこともあり、管
理上は小規模なカロートの方が作業効率は良く、また、樹林型で樹木の配植がしやすいこと

から、小規模なカロートを分散配置する方式とします。

③カロート形式及び底部の構造 

「共同埋蔵方式」におけるカロートは先行事例によると既製マンホールを使用している事

例が多い状況です。今回計画においても、工期短縮及び施工性を踏まえ、既製マンホールを

利用することが適しています。既製マンホールは角型と丸型があり、検討の結果、角型マン

ホールを採用します。

また、樹林型合葬式墓地は「自然に還りたい」というニーズに対応するため、底部は土に
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還る形式にしている例が多い状況であり、本計画においても底面は土又は砕石で接する形式

としてニーズに対応します。その際、袋は破れにくく、土に還りやすい素材とするのが望ま

しいと考えます。

なお、今回計画地では地盤調査の結果、地下水位が地表から 4.7ｍで確認されています。そ
のため、植栽面を立ち上げることを踏まえても地下水位が低い位置にあり、直接土に接する

形式としても問題はないと考えられます。

■カロート形式の比較（角型及び円型）

角型マンホール 円型マンホール

規模
内径 1.5ｍ×1.5ｍ×内高 2.25ｍ 内径φ1.5ｍ×内高 3.12ｍ（３号人孔）

（斜壁Ｈ0.3ｍ 直壁 2.1ｍ）
内空体積 4.05 /基 4.26 /基

維持管理
円型よりも浅くでき、地下水位に対

しても有利

角型より約 0.9ｍ深くなり、より深く潜
って作業する必要がある。

総合評価
円型より浅くでき、埋葬作業しやす

く、地下水位に対しても有利

より深く潜って作業する必要がある。

※1基当たりにつき、400体収容可能な規模においての比較
※7寸骨壷として 0.0086 /体とし、袋及び隙間を踏まえ 0.01 /体とする。

■角型と丸型の比較
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④墓誌の設置の有無 

樹林型合葬式墓地においては墓誌を設置していない事例が多い状況です。樹林型墓地は比

較的収容数が多いため、墓誌を設置した場合は大面積の墓誌を用意する必要があります。そ

のため、墓誌は設置しないこととします。

■参考資料－埋蔵方法の事例比較

種 別 東京都小平霊園 稲城・府中メモリ

アルパーク

浦安市公園墓地 横浜市メモリアル

グリーン

埋 蔵 方 式 共同埋蔵 /個別埋
蔵

共同埋蔵 共同埋蔵 個別埋蔵

敷 地 面 積

（合葬式のみ）

834㎡
（0.07㎡/体）

63.6㎡
（0.04㎡/体）

450㎡
（0.09㎡/体）

750㎡
（0.25㎡/体）

収 容 体 数 10,700体
27基

1,500体
3基

5,000体
16基（320体/基）

3,000体

カロート形式 マンホール式：

φ1.5ｍ×H2.1ｍ
（底面は土）

マンホール式

（底面は土）

マンホール式

（底面は土）

50cm×50 ㎝の区
画に直接骨壷を埋

蔵

墓 誌 なし あり なし なし



21 

４）樹林型合葬式墓地の計画案の比較

  樹林型合葬式墓地は樹木を墓標として、共同参拝する方式であり、今回敷地においては墓参

者の動線、参拝の向き及びその背景となる景観を踏まえた配置について比較を行いました。

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

参拝方向及び

背 景

・北向き

・既存街路樹、緑地を背景

とする

・東向き

・駐車場が背景となる

・西向き

・合葬式墓地樹林を背景と

する

収 容 体 数 16,000体
（カロート 40基）

16,000体
（カロート 40基）

16,000体
（カロート 40基）

面 積 420㎡ 420㎡ 420㎡
献 花 台 ・南側約 15ｍ

・献花台から埋葬場所まで

距離がある区画ができ

る。

・西側約 50ｍ
・Ａ案と比較して献花台か

ら各埋葬場所が近い。

・東側約 50ｍ
・Ａ案と比較して献花台か

ら各埋葬場所が近い。

都市計画道路

と の 関 係 性

都市計画道路が整備されて

も影響は少ない

都市計画道路が整備される

と背景が好ましくない

都市計画道路が整備されて

も影響は少ない

経 済 性 献花台が短い分Ｂ、Ｃ案よ

り若干安い

Ｃ案と同等 Ｂ案と同等

評 価 整備費は安いが、献花台か

ら埋葬場所まで距離があ

り、不公平感がある。

△

駐車場、都市計画道路に向

かって参拝するため、景観

上好ましくない。

×

献花台から各埋葬場所が近

い。参拝の背景としての影

響も少ない。

○

３案を比較検討した結果、献花台から各埋葬場所が近く、参拝の景観も良いことから、Ｃ案

を採用することとします。

Ａ案参拝方向 Ｂ案参拝方向

Ｃ案参拝方向
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■比較検討案

【Ｂ案】

【Ｃ案】

【A案】
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５）その他

①植栽計画 

「豊かな緑に囲まれた墓地」を目標として、墓域内に墓標・シンボルツリーとなる樹木、

外周部には墓域の背景となる樹木を植栽します。

【墓域内】   

・下記在来種・郷土種の資料等を参考とし、花や紅葉が楽しめる樹種を選定します。

・墓域内は広面積の植栽地を確保できないことから、墓標・シンボルツリーとなる樹木は

比較的大木にならない樹木を選定します。また、墓域内はコウライシバにより被覆し、

カロート蓋が見えないようにします。

【外周部】

・外周部では既存木をいかしつつ、本計画地に合った在来種・郷土種を基本として季節感

のある樹種を選定し、樹林型合葬式墓地と一体的な緑地となるよう配慮します。

■本計画で選定した樹種

種別 計画植栽樹種

墓 標 ・

シンボルツリー

中高木：ヤマボウシ、イロハモミジ、コブシ

地被：コウライシバ

外周部：中高木 シラカシ、ヒイラギ

ケヤキ、ヤマボウシ、イロハモミジ、コブシ

外 周 部 ： 低 木 アセビ、ヒサカキ、カンツバキ、

ウツギ、ユキヤナギ、シモツケ、マユミ、ヤマツツジ、ドウダンツツジ

■参考資料－埼玉県の在来種・郷土種

種別 在来種・郷土種

常 緑 高 木 シラカシ、スダジイ、クロガネモチ、マテバシイ、クスノキ、ヤブニッ

ケイ、ウバメガシ、アカマツ、ゴヨウマツ、コウヤマキ、スギ、ヒノキ、

サワラ、イチイ

落 葉 高 木 オニグルミ、ハンノキ、ヤマハンノキ、シラカンバ、ヤシャブシ、イヌ

シデ、アカシデ、ブナ、コナラ、クリ、エゴノキ、エノキ、ケヤキ、コ

ブシ、カツラ、ヤマザクラ、イロハモミジ、トチノキ、ミズキ、ハクウ

ンボク

常 緑 中 高 木 ヤブツバキ、ヒイラギ、ネズミモチ、サザンカ

落 葉 中 高 木 ナツツバキ、ヤマボウシ、リョウブ、ナナカマド、エゴノキ
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種別 在来種・郷土種

低木

イヌツゲ、アオキ、アセビ、ヒサカキ、カンツバキ、オトメツバキ、シ

ャリンバイ、トベラ

ネコヤナギ、カワヤナギ、マンサク、ウツギ、ヤマブキ、クサボケ、ユ

キヤナギ、シモツケ、ウメモドキ、コマユミ、ニシキギ、マユミ、ナツ

グミ、タラノキ、ミツバツツジ、ヤマツツジ、レンゲツツジ、イボタノ

キ、ムラサキシキブ、ガマズミ、ウグイスカズラ

※「さいたま市緑化指導基準」「埼玉県生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準 平成 18
年 3月 埼玉県」で示された内の緑化樹としてよく使われる樹種をリスト化した。

■参考資料－先行事例の樹林型合葬式墓地における樹種

種別 樹種

横浜市メモリアルグリーン ヒメシャラ、クスノキ、ケヤキ

東京都小平霊園
コブシ、ヤマボウシ、ナツツバキ、ネムノキ、イロハ

モミジ

浦安市墓地公園 クスノキ、スダジイ、タブノキ、オオシマザクラ等

公営稲城・府中メモリアルパーク イロハモミジ

②修景計画 

樹林型合葬式墓地内は中への立ち入りを防止すること、墓参者の献花台を設置すること、

地下水位対策として 90㎝程度立ち上げる構造とします。その際のウォールは修景性を踏まえ、
自然石積みウォールとし、また、カロートの蓋が見えないよう芝生客土下に配置します。
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■鳥瞰イメージ図

■断面イメージ図



26 

（３）改葬整理による循環利用の推進

市営霊園における管理料の未納も含めた無縁化が疑われる墓地は年々増加傾向にあり、市民

感情面の問題があるだけでなく、公共財産の適正な利用、更には今後の墓地の維持管理・運営

に影響を及ぼすこととなります。そのため、墓地の無縁化防止に向けて無縁化が疑われる墓地

の改葬整理と、現在の利用者のうち将来的に無縁化になる恐れがあるものについて、あらかじ

め合葬墓へ改葬するなど無縁化防止対策を実施し、循環利用を進めます。期限付き墓地につい

ては、循環利用による再募集の状況を見て今後検討することとします。

１）無縁改葬手続き及び判断基準

「無縁改葬」手続きについては、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定に従い行います

が、その対象について規定がないため、本市では条例に基づき次の要件を満たしたものを「改

葬」対象とします。

   ・管理料を 3年間納付しないとき。
   ・利用者が死亡した日から起算して 3年を経過しても祭祀を継承する者がないとき。

・利用者が住所不明となって 7年を経過したとき。
※抜粋 さいたま市墓地及び納骨堂条例（平成 13年 5月 1 日条例第 193 号） 

第 9 条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すこ
とができる。

(1) 墓地の利用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 管理料を 3年間納付しないとき。
(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

第 11 条 墓地(合葬式墓地を除く。)の利用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅す
る。

(1) 利用者が死亡した日から起算して 3年を経過しても祭祀を継承する者がないとき。
(2) 利用者が住所不明となって 7年を経過したとき。

■手続きの流れ

なお、「無縁改葬」は、必要な手続きの後、遺骨は樹林型合葬式墓地へ改葬いたします。  

また、墓石等の設備については、保管場所の問題から速やかに撤去処分いたします。
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２）新しい合葬式墓地を利用した無縁化墓地対策

「将来の承継者がいなくなる」という不安を解消するために、現在の市営墓地の利用者が新

しい樹林型合葬式墓地へ改葬できる制度を制定します。

３）循環利用

無縁化墓地の改葬整理の実施や新たな制度の利用により空いた区画を再募集することにより

墓地の循環利用を図ります。

  なお、循環利用のための改葬先として、樹林型合葬式墓地 16,000体分のうち、6,000体分を
活用します。
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（４）無縁遺骨用合葬施設

１）現在の状況

孤立死等が発生した場合、葬祭執行者の有無等により、葬祭執行者の責任において葬祭を行

うか、「生活保護法」「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」「墓地、埋葬等に関する法律」のいず

れかに従って葬祭等を行いますが、このうち最終的に引き取る者がいない遺骨がいわゆる「無

縁遺骨」となります。このような無縁遺骨は、本市では平成 27年度時点で 1,550体となりま
した。  

また、本市では「思い出の里市営霊園（やすらぎの墓）」「青山苑墓地」「ひかり会館」「諏訪

入墓地」で保管している状況ですが、当初の予定数を超えている状況です。そのため、新たな

無縁遺骨用合葬施設が必要です。

■現在の無縁遺骨用保管施設の状況

墓地名 最大収容数 状況

思 い 出 の 里 市 営 霊 園

（ や す ら ぎ の 墓 ）

668個（7寸骨壷） ・空きスペースなし。

青 山 苑 墓 地 800個（7寸骨壷） ・間もなく空きスペースがなくなる見込

み。

ひ か り 会 館 － ・空きスペースなし。

諏 訪 入 墓 地 70個（7寸骨壺） ・空きスペースなし。

・設備が古く狭いため、骨壺での保管は

難しい。そのため、今後は保管施設と

するよりも合葬墓として利用するこ

とが適している。

２）今後の無縁遺骨の予想数

■無縁遺骨の現況及び今後の予想数 

  遺骨発生数＝65歳以上人口×3％×2％  
  ※65歳以上被保護者人員は全国一斉調査・被保護者調査から抜粋し、65歳以上の保護率を3％、

65歳以上被保護人員に対する遺骨発生率を 2％として推計した。
  ※平成 32年から平成 48年までのさいたま市の 65歳以上人口は国立社会保障・人口問題研

究所『地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計）』から抜粋した。

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 ・・Ｈ40 ・・Ｈ50

新規遺骨発生数 93 119 108 128 150 191 186 186 186 186 205 237

引き取り件数 7 10 5 8 4 3 0 0 0 0 0 0

純増数 86 109 103 120 146 188 186 186 186 186 205 237

市預かり遺骨総数 884 993 1,096 1,216 1,362 1,550 1,736 1,922 2,108 2,294 4,065 6,286

（永代供養委託数） 100 100
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３）無縁合葬墓の遺骨保管の検討

①委託と整備の比較検討 

今後 25 年間遺骨の委託をする場合と施設整備及び維持管理を行った場合との比較を行っ

たところ、6,000 体もの遺骨を委託する預け先の確保が困難であること、また、施設を整備

し、維持管理を行う方が歳出を抑えられることから新たに市の無縁遺骨用合葬施設を整備す

ることとします。 

②保管方法の検討 

既存施設において改修を行うことなく保管するためには、5 年間保管の後、粉骨による合

葬が必要となります。 

４）無縁遺骨用合葬施設の検討

①遺骨の容量 

無縁遺骨を合葬する際は、効率的な埋蔵ができるよう骨壷から収納袋に移し変えて合葬し

ます。1 体当たりの容量は以下のように想定します。

・7 寸骨壺の容量は 8,600cc（φ21 ㎝高さ 25 ㎝で計算）

  ・遺骨は粉砕するとして約 2,900cc となる（事例より遺骨の 1/3 程度となる)。
   ・収納袋、その他隙間を含め 5,000cc と考え、1 体当たり 0.005  とする。

②無縁遺骨埋蔵容量 

   無縁遺骨の必要埋蔵容量は以下のとおりとなります。

・25 年後には約 6,000 体の遺骨を埋蔵することとなるため、必要埋蔵数を約 6,000 体とす

る。

   ・必要遺骨総容量は、6,000 体×0.005  ＝30.00  とする。

■イメージ図
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（５）駐車場 

１）駐車場の現状

本霊園では現在平面駐車場として 330 台あります。平成 28 年度の自動車来園者数の調査に

よると 9 月のお彼岸時期は概ね足りていますが、お盆時期には不足している状況でした。樹林

型合葬式墓地を整備することも考慮して新規の駐車場を整備する必要があります。

■思い出の里市営霊園の繁忙期の自動車来園者数（単位：台）

調査年月日 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 総来場車数 

平成 28 年 

8 月 13 日 
575 1216 611 694 544 467 438 367 368 5,280

平成 28 年 

9 月 22 日 
191 326 351 341 240 181 212 194 144 2,180

２）駐車場必要台数の試算

本霊園の現在の未利用地の状況から検討した結果、最大で 108 台分の駐車場を新規に整備し

ます。  

新規整備区域
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■駐車場計画図（新規整備区域）

■駐車場計画イメージ図
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（６）再整備基本計画図

本霊園における再整備基本計画図は以下のとおりです。
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（７）事業スケジュール

１）事業スケジュール

 全体の事業スケジュールは以下のようになります。

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度

短期的

取組

樹林型合葬式

墓地の整備

･議会説明

･パブリック

コメント

･住民説明会

･基本計画策定

･基本設計

･実施設計
･整備工事 ･供用開始

無縁化墓地の

改葬整理

新たな改葬制

度

･縁故者調査

･制度の検討
･督促等

･聴聞会、

許可取消等
･制度施行

無縁遺骨への

対策

･基本設計

･実施設計
･整備工事 ･供用開始

交通渋

滞対策
駐車場

･基本設計

･実施設計
･整備工事 ･供用開始


