〈論文〉

都市計画における墓地開発の構想と現実
多摩ニュータウン開発を事例として
辻井 敦大

1 はじめに
現代日本は，過去の歴史にない多死・人口減少社会を迎えつつある。この状況に加
えて，家族・親族構造，意識が変化したことにより，かつてのように子どもが「家」
。その状況ゆ
の義務として墓を継承し，維持することは困難となっている（森 2014）
えに，無縁墓や引き取り手のいない遺骨は増加しつつあり，社会問題として取り上げ
られている（『朝日新聞』2014.8.14 朝刊 ;『読売新聞』2015.2.10 東京朝刊）
こうした無縁墓や引き取り手のいない遺骨の増加に対して，最終的に遺骨を引き取
り，埋蔵することが可能な合葬墓，ないしは納骨堂を備えた公営墓地が必要となって
いる。しかし，日本社会において公営墓地は十分ではない状況にある（浦川・全日本
墓園協会 2015; 佐々木 2016; 辻井 2019a）。そのため，引き取り手のない遺骨の保管
。この
場所に困っている地方自治体（市区町村）も現れている（NHK 取材班 2019）
ように，日本社会において公営墓地は数少なく，地方自治体が他に引き取り手のいな
い遺骨を引き取る際の課題となっている。
公営墓地の必要性と関連して，墓地についての総合的な法律である「墓地，埋葬等
に関する法律」では，第 4 条で死者の「埋葬又は焼骨の埋蔵は，墓地以外の区域に，
。それゆえに，
これを行つてはならない」と規定している（生活衛生法規研究会 2017）
死体／遺骨の埋葬／埋蔵には必ず墓地は必要とされ，インフラストラクチャーとして
の側面を持っている。しかしながら，公営墓地は十分に供給されず，多くの墓地供給
。すなわち，ある種のインフラとし
は民間企業によって担われてきた（辻井 2019b）
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ての役割を持つ墓地は，公的には供給されず，市場の論理に任せて供給されてきたの
である。
このように，墓地供給の多くは民間企業に担われたがゆえに，現代において公営墓
地が不足する状況となっている。この現代の状況を批判的に考察する上で，本論文で
は，現代において公営墓地が不足した歴史的経緯の一端を解明することを目指す。そ
のために，本論文では都市計画としての公営墓地の開発に注目し，それが困難であっ
た理由を明らかにする。ここで都市計画に注目するのは，都市計画には市場の論理だ
けでは供給しきれないインフラを国家機関の介入として供給する側面があるからであ
。マニュエル・カステルが論じるよう
る（Castells 1977=1984; 田中編 2017: 12–14）
に，都市計画には労働力再生産のために必要な「集合的消費手段」を供給する側面が
ある。ここでいう集合的消費とは，労働者が生きて，働き続けるために必要なさま
ざまな活動（消費）である。そして，都市社会運動の力学のもとで都市計画は，市
場の論理だけでは供給しきれないインフラを整備することで集合的消費を調整する
（Castells 1977=1984; 田中編 2017: 12–14）。
本論文が取り上げる墓地は，死体／遺骨を埋葬／埋蔵するために必要なインフラで
あり，まさに都市で安心して働き，生の最後を迎える時を支える集合的消費手段と捉
えることができる。それゆえに，インフラとしての墓地の開発の論理を捉えること
は，集合的消費の場としての都市社会・都市空間の変化の一側面を明らかにすること
。この視点から，本論文では，
にもつながる（田中編 2017，田中・天内・中島 2020）
都市計画として公営墓地を十分に開発することが不可能であった理由を問う。すなわ
ち，集合的消費手段を供給する都市計画において墓地が重要視されず，公営墓地の開
発が困難であった側面を捉えるのである。それを明らかにすることは，現代の社会問
題につながる公営墓地の不足を考える上で有用な知見を提示することが予想される。
以上より，本論文の目的は，いかなる論理から都市計画として墓地開発が行われ，
それが失敗したのかを明らかにすることである。具体的には，多摩ニュータウン開発
にともない開発された公営墓地である南多摩都市霊園の開発の経緯を分析し，公的な
アクターがいかなる論理から都市計画として墓地供給を目指したのかを解明する。
このように本論文では，多摩ニュータウン開発にともなう墓地開発を事例として取
り上げる。ニュータウン開発は，国家や地方自治体をはじめとした公的なアクターに
より，総合的な都市計画のもとで行われた開発である 1。その点から，ニュータウン開
1 本論文における「ニュータウン」とは，金子淳による定義をもとに「①都道府県や市町村，
あるいは公団や住宅供給公社のような公的セクターが主体となって開発していること，②
新住宅市街地開発法や土地区画整理法のような何らかの法的根拠によって，計画的な開発
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発にともなう墓地開発がいかなる論理のもとで行われたかを検討することは，都市計
画としての墓地供給の論理を解明することにつながる。そのなかで，多摩ニュータウ
ン開発を取り上げるのは，第 1 に多摩ニュータウンが面積，人口が日本最大のニュ
ータウン（福原 1998: 21）であり，ニュータウンの代表的な特徴を持つからである。
そして，第 2 に，他のニュータウンでは考慮されていなかった「火葬場」や「墓園」
の開発計画が当初から考えられており，それらが実際に作られたからである 2（日本都
。これらの点から，当初から
市計画学会編 1966; 187–191; 八木澤・成瀬 2008: 119）
墓地開発が計画された多摩ニュータウン開発の事例は，総合的な都市計画における墓
地供給の論理を明らかにすることにつながるのである。
以上より，本論文では，まず多摩ニュータウンに関する先行研究を検討し，本論文
の課題と研究方法，および事例として取り上げる南多摩都市霊園の概要を示す（第 2
節）。続いて，多摩ニュータウン開発の初期において，いかなる論理から墓地開発が
。しかし，ここで計画された墓地開発は，
計画されたのかを明らかにする（第 3 節）
結果的に一部のみが実施され，初期の開発の全体構想は崩壊することになった。その
点から，南多摩都市霊園の初期の開発構想がいかなる経緯から崩壊することになった
のかを解明する（第 4 節）。最後に，以上の点をまとめ，多摩ニュータウンの開発で
は，いかなる論理から都市計画として墓地開発が行われ，それが失敗したのかを論じ
る（第 5 節）。

2 多摩ニュータウン開発と墓地――都市計画としての墓地開発
（1）多摩ニュータウンに関する社会学的研究と本論文の課題
多摩ニュータウンに関する研究は，これまで多くの学問分野から多様なアプローチ
によって進められてきた（金子 2017: 38）。なかでも中心的な研究は，建築学によっ
て進められ，都市計画や土木工学などの技術的な手法を検証し，効率的な都市開発の
。一方，こうした研
手法を構築することに比重が置かれてきた（金子 2017: 38–39）
究に対して，社会学的研究は，ニュータウン開発のなかで新たに流入してきた新住民
手法が規定されていること，③数 - 数十の住区によって構成され，ある程度の規模がある

こと」の 3 つの条件に合致するものとする（金子 2014, 2017: 29–30）
。
2 なお，日本で初めて新住宅市街地開発法が適用され，開発されたニュータウンである千里

ニュータウンも，開発にあたって一時的に公営墓地の開発が計画された。しかし，結果的

に大阪府が千里ニュータウンの開発とは別に，千里ニュータウンの区域外に墓地開発を計
画したことで，ニュータウン開発として公営墓地は開発されなかった（築田・木下 2014）
。
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の社会階層，社会関係，居住意識，定着志向，生活問題，住宅階層問題，コミュニテ
ィ活動，ないしは開発の煽りをうけた旧住民の生活再建の問題等を検討してきた（高
橋・江原・寺田・園部・池田・野辺 1980; 高橋・寺田・野辺 1981, 1982; 倉沢・園部・
。そし
平岡・文屋 1982; 小林・寺門・浦野・店田編 1987; 竹中 1998; 林 2008, 2009）
て，開発がひと段落した後には，都市論・郊外論として消費社会との関係で多摩ニ
ュータウンという空間が表象する意味が議論されるとともに（内田 1994, 2000, 2002:

355–389; 若林 1994, 2007），流入した新住民の高齢化が進み，福祉問題が現れるなか
で，地域のつながり（共同性）やその持続可能性，地域福祉的課題を問う研究が進め
られている（石田 2015: 石田編 2018）。このように，建築学を中心に都市計画に関す
る研究が行われている一方で，社会学的研究は主に多摩ニュータウンにおける住民の
共同性や生活問題，文化的表象を検討してきたのである。
こうした研究動向に対し，金子淳は，「多摩ニュータウンの歴史的な形成過程その
ものに照射した研究が相対的に少ない傾向」があると指摘する（金子 2017: 40）。そ
の少ない研究のなかで，建築学・行政学を中心にオーラル・ヒストリーを含めた開発
政策史の分析が進められ，同時に分野横断的に地域社会の側の開発の受容過程も明ら
。しか
かにされてきた（細野・中庭編 2010; 北條 2012; 上野・松本 2012; 金子 2017）
しながら，多摩ニュータウン開発において墓地は，住宅などと異なり，多摩ニュータ
ウンのなかの周辺的な都市施設と位置づけられていたため，その開発の経緯や論理は
十分に明らかにされていない。先述したように，戦後日本における墓地開発の多くは
。そのため，公的なアクターが墓地開
民間企業が担ってきた（森 2000, 辻井 2019b）
発に乗り出した際の論理は十分に分析されていないのである。
これらの先行研究の課題を踏まえ，本論文では，都市計画として多摩ニュータウン
開発における墓地開発が，いかなる論理のもとで行われたのかを解明する。多摩ニュ
ータウン開発における墓地開発に関して，建築学者の八木澤壮一と日本住宅公団の職
員として多摩ニュータウン開発に関わった成瀬惠宏が，その経緯を簡潔にまとめてい
る（八木澤・成瀬 2008）。この八木澤・成瀬の整理は，多摩ニュータウンにおける墓
地開発の経緯とその背景にあった事情を述べており，本論文の事例とも一部重複す
る。とはいえ，八木澤・成瀬の整理は，多摩ニュータウン開発における墓地開発の歴
史的経緯をまとめているものの，その墓地開発の論理や設計の意味については十分に
論及されていない。その点から，本論文では八木澤・成瀬の整理を一つの補助線とし
つつ，多摩ニュータウン開発にともなう墓地開発の論理に注目し，分析をする。
そこで，本論文では多摩ニュータウン開発にともない開発された公営墓地である南
多摩都市霊園の開発経緯を分析する。その研究方法としては，多摩ニュータウンの都
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図 1 南多摩都市霊園の風景
出典：南多摩都市霊園にて筆者が撮影（2020 年 1 月 30 日）

市計画と南多摩都市霊園の開発に関する出版物（
『多摩ニュータウン開発計画 1965–
報告書（1966 年）』，『南多摩新都市墓園基本計画（1971 年）
』
）
，および南多摩都市霊
園の開発に関わる東京都の公文書を分析する。こうした資料は，その当時ごとの多摩
ニュータウンにおける墓地開発の計画を記しており，総合的な都市計画のなかの墓地
開発の位置づけ，その論理を解明するのに適した資料といえよう。

（2）多摩ニュータウン開発と南多摩都市霊園の概要
多摩ニュータウンとは，1963 年に施行された「新住宅市街地開発法」をもとに東
京都八王子市，稲城市，町田市，多摩市の 4 市にまたがり計画的に開発されたニュ
ータウンである。多摩ニュータウンは，高度経済成長における急激な都市化のなか
で，住宅供給を行うことを目的に，東京都，日本住宅公団，東京都住宅供給公社によ
り事業が具体化し，主にその 3 施行者によって開発された。その開発としては 1965
年に都市計画決定し，1966 年に事業承認されてから，2006 年まで事業として開発や
都市整備が行われてきた（都市再生機構東日本支社多摩事業本部 2006）。
ここで事例として取り上げる南多摩都市霊園は，多摩ニュータウン内の東京都八王
。立地としては，多摩ニュータウン
子市南大沢 3 丁目に存在する墓地である（図１）
の開発区域の南西の端に立地し，南大沢駅から南に徒歩で 30 分，車で 8–9 分程度の
距離にある。南多摩都市霊園は，上述したように多摩ニュータウン開発にともない計
画的に開発された墓地である。そして，南多摩都市霊園は，多摩ニュータウン開発の
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なかで，「南多摩墓園」，「南多摩新都市墓園」
，
「南多摩新都市霊園」といった「新都
市」，すなわちニュータウンという側面が強調され，開発過程で名称が変更されてき
た。その点から，本論文では，資料の引用の場合を除き，現在の呼称である「南多摩
都市霊園」に用語を統一する。そして，その名前の推移の通り，南多摩都市霊園は，
多摩ニュータウンの新住民を対象に墓地供給を行うという理念を持って開発が構想さ
れた。その点を次に南多摩都市霊園の開発の経緯からみたい。

3 墓地開発の構想――「新都市住民の永遠の眠りの安息所」として
の墓地

多摩ニュータウン開発において，最初に墓地開発に言及したのは，1966 年に日本
住宅公団によって出版された『多摩ニュータウン開発計画 1965– 報告書』であった
（八木澤・成瀬 2008）。この報告書は，当時，新住宅市街地開発法に基づき，開発が
計画されていた多摩ニュータウンに関して，東京都が開発のマスタープランの立案を
日本都市計画学会に委託して作成されたものである。
この報告書では，ニュータウン開発にともなう墓地開発の構想について，第 3 部 7
章 3 節に「墓地計画の諸原」という題で検討している。ここでは，多摩ニュータウ
ンの計画人口を 300,000 人，85,000 世帯と見積もり，都営霊園の申込数のデータを
参考に，4000–5000 区画程度の墓地を開発すれば良いと提起した（日本都市計画学
「その他必要に応じて葬祭場，納
会編 1966: 188–189）。加えて，墓地だけではなく，
骨堂等を設ける」として，多摩ニュータウンの住民の死と死体に総合的に対処できる
。そして，墓地開発の方
施設の建設を構想していた（日本都市計画学会編 1966: 191）
針としては，「最近の一都市一墓地しかも小規模から大規模墓地化へ変わっている傾
向に合致するもの」として，多摩ニュータウン内に大規模な公園型の墓地を 1 箇所
。ここで注目できるのは，
開発することを目指した（日本都市計画学会編 1966: 191）
多摩ニュータウンへの流入人口を計算し，墓地の必要区画数を算出している点であ
る。この点からうかがえるように，当時の墓地開発の構想としては，多摩ニュータウ
ンを「一都市」と見て，そのなかに流入する人々のために墓地を開発しようとしたの
である。その上で，墓地の形態としては公園型の形式を取ることから，レクリエーシ
ョン的活動の要素を盛り込み，「墓地としては，地域内で孤立することなく，また市
民生活より隔離することなくオープンな形で緑地系統の中に位置せしめる」と計画し
た（日本都市計画学会編 1966: 191）。このように，多摩ニュータウンの住民の生活を
支える都市施設として，南多摩都市霊園の開発は構想されたのである。
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その上で，具体的な墓地の形式は，1971 年に出版された『南多摩新都市墓園基本
。この計画書は，1970 年 7 月に東京都南
計画』で計画された（都市計画協会 1971）
多摩新都市開発本部より都市計画協会に委嘱された「墓園基本計画作成」の報告書で
ある。この計画書は，東京都から委嘱された都市計画協会が，建設省都市局担当課な
どにも諮問し，専門家らによって組織された基本計画作成委員会によって作成された
ものである。そして，計画書では，今すぐにでも着工できるように具体的な土地利用
計画や詳細な施設工事費概算書，設計図が記載されている（都市計画協会 1971）。こ
うした点から，『南多摩新都市墓園基本計画』は，1971 年時の多摩ニュータウン開発
の一環としての具体的な墓地開発の計画をまとめた重要な資料であるといえよう。以
下では，この計画書をもとに，南多摩都市霊園がいかなる墓地として開発が構想され
たのかをみたい。
まず，計画書の「はじめに」では，当時の都市計画協会の常務理事であった佐藤
昌 3 が，次のようにニュータウン開発という都市計画のなかで墓地を開発する重要性
を指摘している。
南多摩の新都市開発は，東京都の住宅政策の一端として 2 市 2 町にまたがり
多摩丘陵において面積約 3,011ha，完成時の総戸数 10,6280 戸計画人口 41 万人
の一大住宅都市を造成する計画であり，この住宅都市に対して墓地敷地を設定
し，新都市住民の永遠の眠りの安息所を計画されることは，人間尊重の精神的表
示の上からも極めて有意義であり，深く敬意を表すると共に，速かに新都市住民
のために本計画が実現されることを祈って已まない。
（都市計画協会 1971: i4）
この「はじめに」からうかがえるように，当時の多摩ニュータウン開発の計画で
は，墓地を「新都市住民の永遠の眠りの安息所」と位置づけ，その開発は「人間尊重
3 佐藤昌（1903–2003）は，日本の公園行政と墓地行政に大きく関わった人物である。佐藤

は，戦前に東京大学農学部を卒業後，内務省復興局，滋賀県内務部森林課を経て満洲国の
ハルピン特別市，新京特別市で公園行政に携わり，戦中・戦後は内務省計画課，神奈川県
庁，建設省で勤務するとともに公園緑地協会や都市計画協会で常務理事を務めた。そのな

かで，戦後には，全国の戦災復興事業で郊外への墓地移転を行う際に，移転先の墓地の設
計に多く関わっている。

4 『南多摩新都市墓園基本計画』では，本論からページ数が始まっていることから，冒頭の
「はじめに」
，および「目次」
，
「写真」にはページ数が振られていない。そのため，冒頭の

部分を筆者がローマ数字で番号を振り，出典を記載した。また，本論文に転載した図表に
ついては，それぞれページ数との関係から図表が付属していた場所の出典を記載した。
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図 2 南多摩都市霊園の開発計画時の立地
出典：
（都市計画協会 1971: p2 と p3 の間に付属した図面）より転載

の精神的表示の上からも極めて有意義」だと論じている。このように，計画書では
「新都市住民」という墓地供給の対象が明確化され，
「人間尊重の精神的表示の上から
も極めて有意義」として墓地供給が目指されていたのである。つまり，都市計画とし
ては，新たに流入する住民のために，住宅と同じく「永遠の眠りの安息所」として墓
地を供給しなければならないという論理がとられたのである。
こうした視点を持って，多摩ニュータウン開発の一環として墓地開発を構想したの
である。その内実としては，多摩ニュータウンを構成する 4 市の公営墓地と民営墓
地，および当時，開発が進められていた都営霊園である八王子霊園の規模を整理した
上で，多摩ニュータウン区域内の人口増加，定着率の予想を考慮して，必要な墓地区
。その計算から，多摩ニュータウン開発区
画数を計算した（都市計画協会 1971: 1–8）
域内の住民の墓地需要は，上述した『多摩ニュータウン開発計画 1965– 報告書』の
計算と大差なく，開発後の 25 年間で 5,385 区画必要になると予想した。その予想に
加え，多摩ニュータウン開発にあたって開発の煽りをうける旧住民の共同墓地の移転
に必要な区画数も考慮し，それらを合わせても「十分需給可能な数値」として 8,000
区画もの大規模な墓地の開発を計画した（都市計画協会 1971: 8）
。その点から，図 2
のように多摩ニュータウン開発区域の南西の端に 20.3ha もの土地を墓地として計画
したのである。
そして，その立地に開発される具体的な墓地の計画図としては，すでに計画されて
いた幹線道路によって北西部と南東部で敷地が分断されている特徴を持っていた（図

3）。また，この墓地の基本計画としては，
『多摩ニュータウン開発計画 1965– 報告書』

〈論文〉都市計画における墓地開発の構想と現実
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図 3 南多摩都市霊園の開発計画時の計画図
出典：
（都市計画協会 1971: p22 以降に付属した図面）より転載

を踏まえ，緑地機能の一部を代行するオープンスペース性をもたせることが明記され
た。その上で，墓地としては埋葬形式を重視し，個々の墓が幹線道路に直面すること
は避け，低密度の墓地を計画的に配置しようとした。そのため，計画書では「屋外墓
園の低密度計画配置による墓域の低比率を補う」ため，すなわち墓地を効率的に配置
。それゆえに，
するために「墓地立体化」の必要性を提起した（都市計画協会 1971: 9）
南多摩都市霊園の墓地の形式としては，「平面墓地」
，
「壇墓地」
，
「壁墓地」
，
「大納骨
堂」の 4 つの区分が設けられた。
ここでいう「平面墓地」とは，従来の墓石が並ぶ墓地であり，
「壇墓地」とは図 4
のように墓石の乱立を避けるため，あらかじめカロートを含む列状の壇を設け，墓石
。こうした墓地は，墓石の
に高さ制限を設けたものである（都市計画協会 1971: 14）
配置が効率化されているものの従来の墓地と大きく変わらないものであった。一方
で，「壁墓地」と「大納骨堂」は，従来の墓地とは異なる形式を考案したものであっ
た。この「壁墓地」とは，屋外に内部に納骨可能な壁を作り，その壁の表面を石造ま
。そして，
「大納骨堂」とは，
たは金物で墓碑銘を刻み込んだ壁型の墓地である（図 5）
墓地の中心に位置する前方後円墳型の施設（図 3：中央右）であり，構造としては半
地下式で，円墳型の天井から採光をしつつ，納骨壇を円形に配列する大規模な納骨堂
「平面墓地」
である（図 6）。これらの 4 つの形式の墓地が供給する区画数としては，
「大納骨堂」が 4,200
が 3,010 区画，「壇墓地」が 220 区画，「壁墓地」が 570 区画，
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図 4 壇墓地の設計図
出典：
（都市計画協会 1971: p22 以降に付属した図面）より転載

図 5 壁墓地の設計図
出典：
（都市計画協会 1971: p22 以降に付属した図面）より転載

〈論文〉都市計画における墓地開発の構想と現実
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図 6 大納骨堂の設計図
出典：
（都市計画協会 1971: p22 以降に付属した図面）より転載

区画に設定し，合計 8,000 区画を計画していた（都市計画協会 1971: 15）
。ここから
わかるように，全体の半数を超える墓地区画を「大納骨堂」によって供給しようとし
ていたのである。すなわち，大規模な納骨堂を中心施設として，多摩ニュータウンの
新住民に多くの墓地区画を供給できるように墓地開発は構想されたのである。
以上のように，南多摩都市霊園の開発の計画段階では，まず「一都市一墓地」とい
う点が念頭におかれ，多摩ニュータウンの新住民への墓地供給を重要視していた。そ
の理由から，多摩ニュータウン開発においては，20.3ha にもおよぶ大規模な墓地開
発を計画し，8,000 区画もの墓地を供給できるようにしたのである。また，こうした
計画と関連して，『南多摩新都市墓園基本計画』の「はじめに」では，
「新都市住民の
永遠の眠りの安息所」として墓地を供給することは，
「人間尊重の精神的表示の上か
らも極めて有意義」だと位置づけていた。このように，南多摩都市霊園の開発にあた
っては，墓地を新住民の「永遠の眠りの安息所」を保証できる場所として考えてい
た。そして，それは「人間尊重の精神的表示」につながるものとして扱われていたの
である。

4 ニュータウン墓地開発における全体構想の崩壊
（1）地方自治法による制限と 1976 年時の墓地開発計画
これまでみたように，多摩ニュータウン開発にともなう墓地開発では，ニュータウ
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ンの新住民の需要予測を超える 8,000 区画もの墓地を用意できるように構想された。
しかしながら，この墓地開発の構想は，結果的に 1976 年 3 月に幹線道路を挟んだ東
側の 1,440 区画，面積としては計画されていた 20.3ha のうち 3.5ha のみが開発され，
完全に実現することはなかった（東京都南多摩新都市開発本部 1987: 120; 都市再生機
。すなわち，
構東日本支社多摩事業本部 2006: 94–95; 八木澤・成瀬 2008; 北條 2012）
墓地開発の全体構想のうち，区画数と面積のわずか 17–18% 分しか墓地は開発されな
かったのである。このように墓地開発の全体構想のうち，先に開発された 1,440 区画
の墓地を除く，納骨堂を含む残りの 6,000 区画以上の墓地開発の計画は頓挫した。そ
の結果，先に開発された 1,440 区画の墓地のみが「南多摩都市霊園」となったのであ
る。
しかし，なぜここで，全体の半数を超える墓地区画を供給するはずであった「大納
骨堂」を含む残りの墓地開発の計画は頓挫したのだろうか。このきっかけとなったの
は，当時の多摩ニュータウン開発にあたって，移転を余儀なくされていた旧住民の共
同墓地の 240 基の墓の受け入れ先の問題である。この旧住民用の共同墓地の移転後
の受け入れ先は，ニュータウン開発を円滑に進める上で急務となっていた。そのた
め，先に構想されていた計画の一部を前倒しにして旧住民用の墓地の移転先を用意し
た（都市再生機構東日本支社多摩事業本部 2006: 94–95; 八木澤・成瀬 2008: 119）。そ
れゆえに，墓地開発の全体構想のなかで，先に幹線道路の東側の 1,440 区画の墓地が
開発されたのである 5。
ここで先に 1,440 区画の墓地を開発するにあたって，1976 年 1 月 19 日には八王子
市，町田市，多摩市，稲城市の各市長協議決定により「南多摩霊園（仮称）の暫定開
「新住宅市街地開発事業施行区域の
設に関する基本方針 6」が定められた。そこでは，
住民の利用を主とするが，必要があれば，同区域外の住民の利用もできる方途」を講
じるとして，ニュータウンの住民以外にも墓地利用を開く考えを提示した（東京都

1976: 添付資料別紙 2）。そして，ニュータウン住民用の墓地を「新住宅市街地開発区
域分」，その他のニュータウン区域外の住民用の墓地を「同区域外分」として，各市
の人口に応じて 1,440 区画の墓地の割り当てが決められた（表 1）。
このように，1971 年時の『南多摩新都市墓園基本計画』とは異なり，1976 年の暫
定開設時の方針としては，多摩ニュータウン区域外の住民にも利用が開かれることに

5 なお，その後に南多摩都市霊園そのものは拡大していないが，区画数を増やすことで墓地
区画数は合計 2,011 区画に増加している（八王子市 2021）
。
6 本資料については（東京都 1976a）に添付資料別紙 2 として添付されている。
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1976 年 1 月時における南多摩都市霊園の墓地区画の配分

出典：（東京都 1976a: 添付資料別紙 2）より作成

なった。この理由は，公営墓地は地方自治法の第 244 条 7 でいう「公の施設」にあた
り，利用者をニュータウン住民に限定することが難しかったからであった（東京都

1976a: 添付資料別紙 4）。すなわち，南多摩都市霊園を東京都が都営霊園として管理・
運営するならば，すべての都民に利用を開かなければならず，多摩ニュータウンの４
市のいずれかの市が管理・運営するならば，その市の住民だけしか利用できず，残り
の 3 市の住民が利用できなくなるのである。このように，基本的に公営墓地は，地
方自治法でいう「公の施設」として，管理・運営を担う地方自治体の住民が差別なく
利用できるようになっている。そのため，「一都市一墓地」として，多摩ニュータウ
ンの住民に限定して墓地を供給することは不可能だったのである。
しかし，法制度の問題から，南多摩都市霊園の開発構想においてニュータウン住民
のための墓地という理念が放棄されたわけではなかった（東京都 1976a: 添付資料別
上述した地方
紙 4）。東京都側がまとめた「霊園の暫定開設について（経緯）8」では，
自治法の問題から，南多摩都市霊園の「開設のタイミングによっては，墓地需要の動
向からみて，ニュータウン完成前に市街地の需要によって満杯になってしまい，本霊
園計画の目的から大きく外れる」と危惧されていた（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）。
だが，この危惧に対しても，あくまで「本霊園がニュータウン霊園としての性格を維
持し，ニュータウン住民への安定したサービス提供を行う」ことが重視された。その
点から，ニュータウン区域の一元化の動向，住宅建設・入居のスケジュールを勘案し
て墓地需要を見通し，適切なタイミングで墓地を開設することで，ニュータウンの新
。そこで，1976 年にお
住民への墓地供給を目指した（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）
ける南多摩都市霊園の暫定開設でも，今後のニュータウン開発の動向に合わせるため
に，幹線道路の北西部に当たる残りの墓地の予定地は，
「整備スケジュール等を勘案
7 地方自治法については，e-Gov 法令検索（https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_
search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067#BD）を利用し，2022 年 5 月 13 日に参照した。
8 本資料については（東京都 1976a）に添付資料別紙 4 として添付されている。
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のうえ，当分の間，予定地としておき，開発を保留する」ことが明記された（東京都

1976a: 添付資料別紙 4）。このように，旧住民の墓地移転用として，先に 1,440 区画
の墓地を開発したとしても，その後のニュータウンの開発につれて，残りの墓地の予
定地を順次開発することを目論んでいたのである。この計画は，
「南多摩霊園（仮称）
の暫定開設に関する基本方針」を協議決定した 4 市の市長と東京都南多摩新都市開
9
1976 年 1 月 19 日）でも検討されていた。この会議で，
発部長の矢田康一による会議 （

矢田は「全体計画については，今後の状況を見ながら検討してゆくべきだと考えてい
る」として，残りの墓地予定地の開発を検討している。すなわち，追って残りの南多
摩都市霊園を開発する予定であることは，ニュータウンを構成する 4 市の間で共有
されていたのである。それゆえに，1976 年段階での 4 市のニュータウン区域への人
口流入の予測を鑑みて，南多摩新都市開発部長らによって当初の案が修正されつつ，
具体的な計画案が作成されていた（図 7）。
その後，上記の「南多摩霊園（仮称）の暫定開設に関する基本方針」に基づき，

1976 年 2 月 21 日には，当時の東京都都知事と八王子市長によって「霊園の暫定開設
に関する協定」が結ばれた。そして，続く 2 月 23 日には八王子市長と残りの３市の
市長の間に「南多摩都市霊園の管理運営等に関する協定」が締結された。ここでは，

1976 年 4 月 1 日から南多摩都市霊園の敷地および施設は，新住宅市街地開発法の規
定に基づき，東京都の計画にしたがって暫定的に八王子市が管理・運営，処分するこ
とを正式に決定した。また，この際に正式に墓地名を「南多摩都市霊園」として，地
方自治法第 244 条の規定に基づく「公の施設」と位置づけた。そして，埋葬場所と
して，一区画の面積は旧住民の墓地移転用の区画が 6㎡，他の墓地の利用者が 5㎡で
あることが決定された（東京都 1976b, 1976c，1980）。
以上のように，ニュータウン開発にともなう旧住民の墓地移転のために，計画を先
倒しにして 1976 年に 1,440 区画の墓地が開発された。とはいえ，この段階ではまだ
ニュータウンの新住民にために墓地を供給するという開発構想の理念は失われておら
ず，その後のニュータウン開発に合わせて残りの墓地を開発していくことが計画され
ていた。つまり，1976 年にはニュータウンの旧住民の墓地移転のために，先に南多
摩都市霊園の一部が暫定的に開設されただけと考えられていたのである。しかし，先
述したように，その後に残りの墓地開発の計画は頓挫し，その全体構想は崩壊した。
この理由を次にみたい。

9 この会議録については（東京都 1976a）に添付資料 3 として添付されている。
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図 7 1976 年時における南多摩都市霊園の墓地配分計画案
出典：
（東京都 1976a: 添付資料別紙 2-2）より転載

（2）墓地開発の全体構想の崩壊の理由
これまでみたように，南多摩都市霊園の開発にあたって優先されたのは，多摩ニュ
ータウンの開発にあたって，墓地移転を余儀なくされた旧住民用の墓地区画である。
上述したように，南多摩都市霊園では旧住民の墓地移転用の区画が 6㎡なのに対し，
「南多摩都
一般募集した墓地区画は 5㎡に設定されている。その利用にあたっても，
市霊園の管理運営等に関する協定」では，旧住民の墓地移転用の区画は 1976 年 4 月
から使用を可能としたが，その他の一般の利用は同年の 11 月以降に設定した（東京
都 1976b）。さらに，その立地としても，結果として開発された南多摩都市霊園のな
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図 8 南多摩都市霊園の区割り（案内図）
出典：南多摩都市霊園にて筆者が撮影（2020 年 1 月 30 日）

かで，駐車場や管理棟から最も近い 1 区となっており，利便性が高い場所に位置し
。
ている（図 8）
このように，南多摩都市霊園の開発にあたっては，旧住民の墓地移転用の区画が重
視されたのである。ここで，旧住民の墓地移転用の区画が重視され，開発が優先され
たのは，移転補償金によって墓地開発に関わる資金の回収が見込まれるからであっ
た。そして，この資金回収という点は，残りの南多摩都市霊園の開発計画が頓挫した
ことに大きな影響を与えた。なぜなら，当初構想されていた旧住民の墓地移転用の区
画とは異なり，「『新住民用に当てられた墓地分』 の整備費は，既存墓のように移転
補償金で対処することはできませんから，将来的な墓地分譲等で資金回収するのが
本筋」になり，３施行者の間に費用負担の問題が現れたからである（八木澤・成瀬

2008: 191）。
この開発にあたっての費用負担の問題は，南多摩都市霊園の開発にあたって議論さ
れていたが，大きな課題となっていた。例えば，1976 年に先に 1,440 区画の墓地を
開発した際には，東京都側と八王子市長の間で，施工の方法・主体，建設費等に対す
る配慮などの点が協議された。ここでは，南多摩都市霊園は他のニュータウンの施設
とは異なり，「①施設の特性等から設置・管理に関する協議が調う条件がなかったこ
と，一方②特に都施行新住事業の推進のために，近急に整備・開設する必要があり，
上記の①の協議が調うまで待機できない」という施工の方法・主体の問題点が挙げら
れた（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）。そのため，暫定的に東京都が整備・建築工事
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表 2 東京都による南多摩都市霊園の建設経費負担の暫定試算
区分

経費
移転分

墓域
用地費

工事費用

66

八王子市分

127

新住分

146

-

公社

八王子市

-

-

-

-

-

127

47

86

13

-

緑地・その他

567

175

149

25

220

計

906

238

235

36

347

敷地造成・園路舗装等

146

-

-

-

-

管理棟建築

25

-

-

-

-

計
（A）：建設経費

171

52

45

7

67

1,077

340

280

43

414

37

12

10

1

14

（B）：永代使用料投入
（A）-（B）：建設費負担金
（注）

66

公団

1,040
328
270
1）墓域の用地は，使用目的別に負担。新住分は計画人口比

（単位：百万円）
備考

処分価額
・73中期による西部事業費
107,104百万円…（A）
・西部基本計画修正案（49.12建計課）に
よる可処分面積 296ha…（B）
・減額率30%

現行市条例 5,000円／㎡

42

400
本部 31.9% 104,700人
公団 59.1% 193,600人
公社 9.0% 29,500人
計 100.0% 327,800人
2） その他の用地費及び工事費は収容基数により按分（経費＝A，施行者間負担割合＝B）

3） 八王子市負担分について，割賦譲渡した場合（3年据置，22年元利均等，年賦6.5%）
昭和54から，22年間 毎年度 40百万円→総額880百万円

出典：
（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）をもとに筆者作成

を一括して，直接施工することを決定した。その上で，表 2 のように東京都は，暫
定的にニュータウン住民と区域外の住民の比率に基づき建設経費の負担を試算し，八
王子市，日本住宅公団，東京都住宅供給公社と協議したのである。
しかしながら，東京都による建設経費の試算は，八王子市に対しては財政補填を条
件に了解を得たが，日本住宅公団側から「本霊園に関する新住事業認可上の位置づけ
は，公園緑地の一環として扱われているので，従来の経緯からみて施行者の属地負担
。そのため，
とすべきではないか」という反論がでた（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）
多摩ニュータウン開発全体の公共・公益施設の整備にともなう負担の範囲に関するル
ールが確立するまで，南多摩都市霊園の建設費については「一時保留」されることに
なった（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）。また，墓地開発の全体構想の案についても，

1976 年の開設前の時点で「関係者の間で霊園についての認識が必ずしも一致してい
ない状況」にあるとされ，東京都側は，今後に解決すべき点と指摘していた（東京都

1976a: 添付資料別紙 4）。このように，３施行者の間で，南多摩都市霊園の開発の費
用負担についての認識が共有されておらず，どのアクターが建設経費を負担するかが
問題となっていたのである。
この認識の齟齬から，墓地開発に関する費用負担の問題は，３施行者の間で「最初
の議論不足や手続きの面の瑕疵を巡って，約 10 年にわたって迷走する」ことになっ
たという（八木澤・成瀬 2008: 191）。その状況のなかで，南多摩都市霊園の管理・運
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営を担うことになった八王子市は，新住民用に割り当てられていた墓地区画を一般
分譲した 10。そこから，八王子市に配分されていた「新住民用に割り当てられた墓地
分」は消えてしまい，３施行者の「『新住事業で整備するものではないのでは…？』
という当初の疑念を確信に変えてしまう結果」となったという（八木澤・成瀬 2008:

191）。この点と関連して，当時の多摩ニュータウンの新住民は，多くが 30–40 代の
世帯主を持つ核家族であり，地域への定住意識も 1980 年代に入るまではそれほど高
くはなかった（小林・寺門・浦野・店田編 1987: 189–206; 金子 2017: 157–194）。そ
の特徴から，新住民の墓地需要は低く，南多摩都市霊園の利用も１割にとどまった 11
という（都市再生機構東日本支社多摩事業本部 2006: 95; 八木澤・成瀬 2008; 117）。
これらの点は，3 施行者に対して，墓地開発後の資金回収に不安を与え，残りの

6,000 区画近くの墓地，納骨堂を整備する必要はないという確信を裏付けてしまった
のだと考えられる。すなわち，墓地開発後の資金回収という点から，3 施行者の間に
費用負担の問題が現れたことで，いずれの施行者も積極的に南多摩都市霊園の開発に
乗り出すことができなかった。その結果から，残りの 6,000 区画近くの墓地開発の計
画が頓挫し，南多摩都市霊園の全体構想は崩壊することになったのである。
この多摩ニュータウン開発における資金回収の問題は，住宅以外の都市施設の開発
では常に考慮しなければならない問題であった。日本住宅公団の職員であった成瀬
は，多摩ニュータウン開発では，住宅の供給に関しては国や地方自治体から補助金が
10 この点と関連して，南多摩都市霊園の開設直前の 1976 年 1 月には，八王子市から東京都
に対して，市財政が逼迫していることから，分譲用の墓地の管理・運営費を減額して欲し
いという申し入れがあった。そして，八王子市による南多摩都市霊園の暫定的な管理・運

営に関わる費用は，墓地の永代使用権の分譲によって一部相殺することを東京都側が八王
子市と約束していた（東京都 1976a: 添付資料別紙 4）
。このような経緯から，八王子市は

南多摩都市霊園の管理・運営の費用を賄い，逼迫した財政を解消するために，いち早く墓
地を分譲したいと考えたため，
「新住民用」の墓地を一般分譲したことがうかがえる。

11 一方で，現在においては，高齢化が進む多摩ニュータウンの住民の間で，ニュータウンの
区域内，すなわち住居の近くに墓を持ちたいという需要は高まっている。高橋玲子は，多

摩ニュータウン区域内で高齢化がすすんでいる多摩市豊ヶ丘地区でアンケート，およびイ
ンタビュー調査を行い，住民の墓の希望の場所として，子ども世代の居住地や自宅から

「近い」ことが最も考慮されることを明らかにしている。その上で，新たに自分の世代で

墓を購入している人々の多くは，自宅に近いことから多摩市近郊の墓地を選んでいる人が
多い点を解明している（高橋 2017）
。このように，現在の多摩ニュータウンのなかで高齢

化が進んでいる地域では，自宅や子供世代の居住地の近くで墓を持ちたいという需要が高
いのである。すなわち，南多摩都市霊園が開発された当初，ニュータウンの新住民の間で

墓地需要は低かったが，その後の高齢化によって墓地需要は高まっていることがうかがえ
るのである。
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出たが，その他の開発には財政投融資という形で資金を借りられるだけであり，そ
の金利の負担が大きかったという。そのため，住宅以外の都市施設の開発は，常に
採算を取れるかを考慮しなければならず，住宅供給には福祉の意味合いが含まれて
いたが，その他の土地開発は不動産事業の視点で行っていたと回顧する（成瀬 2020;

306–307, 313）。この点について，多摩ニュータウン開発を担った東京都南多摩開発
局の北条晃敬は，その資金の制限の問題を次のように語っている。
この新市街地開発事業を成立させているのは，住宅関係の資金なんだという事
です。住宅金融公庫，或いは住宅公団といった国の財政投融資資金が，基本的な
資金になっているわけですから，そこに，良かれ悪しかれ制約されているという
事です。多摩ニュータウンは，いってみれば，30 ～ 40 万人という人口を入れよ
うというものですから，大変なことで，県庁所在地クラスの市街地を一挙に作ろ
うというわけで，膨大な資金が必要です。そして基本構想としては，新しい街作
りなのですが，資金的には住宅政策の資金を使っているということに限界がござ
いまして，たとえば，この事業で，火葬場とか，清掃工場なんかを作っているわ
けでございますが，そういう物のお金の出場所が，住宅政策の資金には本来ない
んです。住宅を作るという事に関連して出てくる所までしか手を出してはいけな
いという資金の方からの制限がございました。いわゆる，都市整備基金のような
ものが当時住宅政策にあって，それを使うことが出来ていたなら相当，今の多摩
ニュータウンの形も違っていたんじゃないかと思います。
（北条 1980: 71）
この語りからうかがえるように，多摩ニュータウンにおける都市施設の建設には，
「住宅政策の資金」を用いることによる制限があった。それゆえに，1976 年の南多摩
都市霊園の暫定開設後には，残り墓地をいかなる資金から開発するかが問題となっ
た。そして，その住宅政策に偏った資金補助制度による制限から，墓地開発に福祉の
意味合いは含まれず，残りの 6,000 区画の墓地の開発は見送られることになったので
ある。
以上のように，公営墓地は地方自治法における「公の施設」であるため，南多摩都
市霊園の利用を多摩ニュータウンの住民に限定できなかった。加えて，新住民用の墓
地開発には，資金回収に不安が生じ，3 施行者の間に開発の費用負担の問題が現れた。
それゆえに，1971 年に作られた南多摩都市霊園の開発の全体構想は結果的に崩壊す
ることになったのである。こうした理由から，
「人間尊重の精神的表示の上からも極
めて有意義」とされた墓地供給は十分になされなかったのである。
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5 都市計画としての墓地供給の困難性とその結末
多摩ニュータウン開発では，多摩ニュータウンを「一都市」と捉え，そのなかに流
入する人々のために 1 箇所の大規模な公営墓地を開発しようとした。その墓地開発
の当初の構想では，「新都市住民の永遠の眠りの安息所」として，住宅供給と同じく，
ニュータウンの新住民が優先的に利用できるように計画された。そして，この墓地開
発において，墓地供給は「人間尊重の精神的表示の上からも極めて有意義」と位置づ
けられ，計画的に墓地開発を行うことが目指された。
しかしながら，ここで計画された南多摩都市霊園は，その全体構想に沿って開発が
行われる前に，多摩ニュータウンの住宅開発の煽りを受ける旧住民の墓地移転の受け
入れ先としての必要が生じた。そのため，墓地開発の全体構想における区画数と面積
の 17–18% にあたる一部を先に開発し，旧住民による墓地移転の受け入れ先として用
意した。この際，墓地開発の全体構想としては，一部の墓地区画を先に開発しても，
残りの区画は，その後の多摩ニュータウンの開発の状況に合わせて追って開発してい
くことを目指していた。しかし，残りの墓地開発の計画は，住宅供給とは異なり開発
後に資金回収の問題が存在し，施行者の間で費用負担の問題が現れたことから，頓挫
することになる。そのため，結果的に先に作られた一部の区画のみが「南多摩都市霊
園」となり，その墓地開発の全体構想は崩壊したのであった。こうした経緯から，新
住民のための墓地という開発構想の理念は失われ，皮肉なことに実際の墓地開発で優
先されたのは墓地移転の必要があった多摩ニュータウンの旧住民となったのである。
そして，この結果をもたらしたのは新住民側の意思でもあったと考えられる。開発
途上の多摩ニュータウンにおいては，交通手段の確保，公共図書館・総合病院の整
備，自然環境の保全が住民運動などを通して求められた（金子 2017: 107–156）。し
かし，当時の多摩ニュータウンの新住民の墓地需要は低く，それが南多摩都市霊園の
開発計画が頓挫したきっかけの 1 つとなった。これは先述したように，当時の新住
民の多くが 30–40 代の世帯主を持つ核家族であり，地域への定住意識もそれほど高
くはなかったことが関係している。すなわち，都市計画家の側においては，
「新都市
住民の永遠の眠りの安息所」として墓地開発を重視していたが，当時の新住民は若
く，定住意識も高くなかったことから集合的消費の場として墓地を求めなかったので
ある。
ここから本論文の問いに応答するのならば，都市計画として公営墓地が十分に開発
されなかったのは，それを資金的に補償する制度がなく，住民側も強く墓地を求めな
かったからと答えられる。すなわち，都市計画としては，住宅と異なり，墓地に福祉
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の意味合いが含まれず，新住民側でも墓地を求める住民運動が起こらなかったことが
大規模な公営墓地の開発計画が頓挫する結果につながったのである。こうした状況か
ら，東京都では多摩ニュータウンに限らず，新規の公営墓地の開発は進まず，1980
年代には墓地不足の問題が深刻化した（辻井 2019a）
。しかし，1990 年代以降も時代
状況から，東京都において新しく公営墓地は開発されず，既存の公営墓地に合葬墓や
。このように，財政的な余裕があ
納骨堂が作られることに留まっている（藤井 2007）
る東京都でも新たな公営墓地の開発はその後も困難であり続け，十分に行われなかっ
たのである。
以上が本論文の知見である。続けてその意義をまとめたい。本論文の第１の意義
は，多摩ニュータウンという都市空間の形成過程の一側面を明らかにしたことであ
る。佐幸信介は，ニュータウンと家庭生活に霊園が深く関わっていると指摘し，都市
。この佐幸の視点のように，都市
郊外の表象を霊園から描き出している（佐幸 2018）
郊外やニュータウンの表象を考える上で，霊園は重要な意味を持っている。その意味
において，本論文は，都市計画として墓地（霊園）が形成された経緯の分析を通し
て，多摩ニュータウンという都市空間の形成過程を明らかにした。それは現在の多摩
ニュータウンという都市空間の表象を理解する上で重要な作業となる。本論文が明ら
かにしたように，都市計画としては「大納骨堂」を備えた「新都市住民の永遠の眠り
の安息所」となる大規模な公営墓地の開発が構想されていた。すなわち，多摩ニュー
タウンという 1 つの都市の単位で生きて，死ぬことができる場所を公的に用意しよ
うとしていたのである。しかし，何度も述べているように，それは結果的に開発され
なかった。こうした事実は，多摩ニュータウンを「『住む』 というよりは，『消費す
る』 対象」と解釈する，消費の場としてのニュータウンという表象を生み出す（内田

2002: 387）ことにつながったことが予想される。このように都市空間の形成過程の
歴史的経緯を詳細に追うことは，現代における都市空間の表象が生み出された背景を
見いだすことにつながるのである。その点からも，ニュータウンや都市郊外という表
象を理解し，再検討していく上で本論文の知見は，意義をもつものとなるだろう。
第 2 の意義は，都市計画における墓地開発の構想から，都市空間における墓地（霊
園）の新たな意味を示したことにある。近代において，死者の問題を扱ってきた都市
霊園は，公衆衛生のための死者の隔離，社会や国家の集合的祝祭の場，市場の効率性
。この視点に対して，本論文が取り
の 3 つの論理のもとで扱われてきた（中筋 2013）
扱った南多摩都市霊園もまた，多摩ニュータウンの最も周辺に位置し，火葬場と隣接
していることから，公衆衛生としての死者の隔離や市場の効率性を妨げないものとし
て存在している。しかし，そうした要素を持ちつつも，本論文では墓地開発を「人間
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尊重の精神的表示の上からも極めて有意義」と意味づけようとした点を解明した。す
なわち，墓地を公衆衛生や市場の効率性の論理だけではなく，新住民の定住をすすめ
るために，死後も安心して居住できる都市において必要なインフラと位置づけたので
ある。こうした都市霊園の定住の促進のための機能は，これまで見出されてこなかっ
た墓地のインフラとしての側面である。この本論文の知見からは，都市空間の形成を
考える際に，人口移動や定住に対して墓地がある種の機能を持っていることを示唆
している。その視点は，インフラから都市社会・都市空間を検討する（田中編 2017）
上で有意義な知見となるだろう。
第 3 の意義は，市場でも住民の論理でもなく，都市計画家の側が公営墓地の開発を
求めた点を明らかにしたことである。先述したように，多摩ニュータウン開発では，
大規模な墓地開発を計画したが，その計画は最終的に資金回収の問題という市場の論
理と墓地を求めない住民の論理によって頓挫した。すなわち，市場の論理とも住民の
論理とも異なる都市計画家の論理のもとで，大規模な墓地開発が先走って計画されて
いたのである。その事実を解明したことで，本論文は，結果的に開発が不可能であっ
たとはいえ，市場の論理とも住民の論理とも異なる都市計画家の論理にもとづく，あ
る種の都市空間の形成の可能性を示したのである。
しかし，本論文では，都市計画家の側において，大規模な公営墓地を開発する必要
性が提起された理由を詳細に論及することがかなわなかった。都市計画の論理として
は，墓地を公園と同じく緑地として位置づけ，墓地開発は「人間尊重の精神的表示の
上からも極めて有意義」であるという理念が提示された。ただ，なぜそうした発想が
出てきたのかは十分に明らかにできなかったのである。それゆえに，今後の課題とし
て，なぜ都市計画家の側において，大規模な公営墓地を開発する必要性が提起された
のかを問う必要がある。それは都市空間の形成における墓地の役割をより掘り下げて
解明し，現代において公営墓地が不足している状況を再検討することにつながるだろ
う。そこで，今後の課題として次の 2 点を提起することができる。
第１の課題は，総合的な都市計画としてのニュータウン開発における墓地の位置づ
け，開発経緯について，他の都市施設との関連や差異を探ることである。本論文では
墓地のみに注目したことから，他の都市施設，例えば墓地と同じく，緑地として扱わ
れる公園，ないしは高齢者を対象とした老人ホームなどの都市施設の開発経緯との差
異を問うことはかなわなかった。都市計画において，こうしたその他の都市施設がい
かに位置づけられていたのかを検討することは，本論文が明らかにした都市計画にお
ける墓地開発の論理の特徴をより鮮明に理解することにつながるだろう。
第 2 の課題は，都市計画における墓地開発の思想を解明することである。植田剛
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史は，「都市空間は，何らかの意図や狙い，思想や哲学に基づいた設計を貫徹させよ
うとする人為のもとで生み出される空間」であるとし，都市計画における専門知の役
。そして，植田はこの視点から，都市計
割の重要性を指摘している（植田 2016: 109）
画に向き合う人文・社会科学の課題として「都市空間や都市のあり方に専門知がいか
に接続されているのかを再帰的に問」う必要性を提示している（植田 2016: 132）。こ
の植田の指摘を踏まえるのならば，都市計画としての墓地開発を担った「専門知」を
問う必要があるだろう。ここで都市計画としての墓地開発の「専門知」の中心となっ
てきたのは，公園行政とともに墓地行政に参与していた造園家たちである。常に日本
の墓地開発・造成のモデルとなってきた東京都（東京市）の多摩霊園は，造園家であ
る井下清が，独自の思想のもとで先進的な西洋式の墓地景観や様式を導入して設計し
た（村越 1994; 問芝 2020）。そして，本論文が取り上げた南多摩都市霊園でも，上述
したように『南多摩新都市墓園基本計画』の作成に造園家である佐藤昌が関わってい
る。それならば，今後の課題としては，こうした造園家たちがいかなる「専門知」と
思想のもとで都市計画としての墓地開発を行ったのかを明らかにすることが望まれ
る。そうした造園家の「専門知」と思想を紐解いていく作業は，都市空間のなかの墓
地が，いかに意味づけられ，構成されてきたかをより詳細に解明することにつながる
だろう。

付記
本論文は，2021 年 3 月に東京都立大学に提出した博士論文「戦後日本における先
祖祭祀の変容に関する社会学的研究――祭祀の永続性の希求と社会的アクターの参
与」（機関レポジトリでは要旨のみ公開）の第 3 章を大幅に改稿し，執筆したもので
ある。本論文のもとになった研究内容については，2020 年 12 月の第 15 回モノ - メ
ディア研究会，2021 年 5 月の第 46 回地域社会学会大会でコメントをいただいた。コ
メントをいただいたすべての方のお名前をあげることはできないが，ここに深く感謝
いたします。
なお，本研究は，JSPS 科研費 JP19J10038，JP21K20186 の助成を受けたものであ
る。

24

『人文

社会』 第 6 号

引用文献
Castells, Manuel, 1977, The Urban Question: A Marxist Aapproach, Edward Arnold.（＝
1984，山田操訳，『都市問題――科学的理論と分析』恒星社厚生閣）
築田良・木下光，2014，「計画都市における墓地と宗教施設に関する研究――千里ニ
ュータウンを中心として」『日本建築学会計画系論文集』79（703）: 1945–1953．
『都市公園』176: 2–4．
藤井正雄，2007，「都立霊園に期待するもの」
福原正弘，1998，『ニュータウンは今――40 年目の夢と現実』東京新聞出版部．
八 王 子 市，2021，『 令 和 2 年 度（2020 年 度 ） 主 要 な 施 策 の 成 果・ 事 務 報 告
書 』 八 王 子 市，（2022 年 5 月 25 日 取 得，https://www.city.hachioji.tokyo.jp/

shisei/001/010/001/003/p029737.html）．
林浩一郎，2008，「多摩ニュータウン開発の情景――実験都市の迷走とある生活再建
者の苦闘」『地域社会学会年報』20: 59–74．
――――，2009，「多摩ニュータウン 『農住都市』 の構想と現実――戦後資本主義の
転換とある酪農・養蚕家の岐路」『日本都市社会学会年報』28: 183–200．
北条晃敬，1980，「多摩ニュータウンの計画と建設――多摩ニュータウンの建設経過
と課題」『総合都市研究』10: 69–77．
『多摩ニュータウン構想の全貌――私にとっての多摩ニュータウン』
――――，2012，
多摩ニュータウン歴史研究会．
石田光規，2015，『つながりづくりの隘路――地域社会は再生するのか』勁草書房．
石田光規編，2018，『郊外社会の分断と再編――つくられたまち・多摩ニュータウン
のその後』晃洋書房．
金子淳，2014，「ニュータウン」民俗学事典編集委員会編『民俗学事典』丸善出版，

216–217．
――――，2017，『ニュータウンの社会史』青弓社．
『都市化と居住環境の変容』早稲
小林茂・寺門征男・浦野正樹・店田廣文編，1987，
田大学出版会．
「市街地開発事業と住民――多摩ニ
倉沢進・園部雅久・平岡義和・文屋俊子，1982，
ュータウン区画整理地区における住民の生活意識」
『総合都市研究』16: 33–62．
森謙二，2000，『墓と葬送の現在――祖先祭祀から葬送の自由へ』東京堂出版．
――――，2014，『墓と葬送のゆくえ』吉川弘文館．
村越知世，1994，『多摩霊園』東京都公園協会．
中筋直哉，2013，「都市霊園」中筋直哉・五十嵐泰正編『よくわかる都市社会学』ミ

〈論文〉都市計画における墓地開発の構想と現実

25

ネルヴァ書房，148–149．
成瀬惠宏，2020，「多摩ニュータウンの五十年を振り返る」三浦倫平・武岡暢編『変
容する都市のゆくえ――複眼の都市論』文遊社，297–348．

NHK 取材班，2019，『さまよう遺骨――日本の 「弔い」 が消えていく』NHK 出版．
日本都市計画学会編，1966，『多摩ニュータウン開発計画 1965– 報告書』日本住宅公
団．
「死者が住まう風景――国道十六号線ともう一つの郊外」塚田修一・
佐幸信介，2018，
西田善行編『国道 16 号線スタディーズ――二〇〇〇年代の郊外とロードサイド
を読む』青弓社．
『西日本社会
佐々木陽子，2016，「無縁墓問題――記憶と忘却のはざまの死者たち」
学年報』14: 61–74.
佐藤昌，2004，『佐藤昌自伝 百歳譜』東京農業大学出版会．
生活衛生法規研究会監修，2017，『逐条解説 墓地，埋葬等に関する法律［第 3 版］』
第一法規株式会社．
「大都市
高橋和宏・江原由美子・寺田良一・園部雅之・池田寛二・野辺政雄，1980，
における社会生活上の居住性（その 1）――多摩ニュータウンと共同性・社会関
係・社会的地位」『総合都市研究』9: 5–92．
高橋和宏・寺田良一・野辺政雄，1981，「大都市における社会生活上の居住性（そ
『総合都市研究』
の 2）――多摩ニュータウンと共同性・社会関係・社会的地位」

12: 3–46．
――――，1982，「大都市における社会生活上の居住性（その 3）――多摩ニュータ
ウンと共同性・社会関係・社会的地位」
『総合都市研究』12: 63–144．
『理論
高橋玲子，2017，「多摩ニュータウン住民にとっての 『もう一つの終の住処』」
地理学ノート』19: 26–49．
竹中英紀，1998，「ニュータウンにおける住宅階層の問題の構造」倉沢進先生退官記
念論集刊行会編『都市の社会的世界――倉沢進先生退官記念論集』倉沢進先生退
官記念論集刊行会，247–265．
田中大介編，2017，『ネットワークシティ――現代インフラの社会学』北樹出版．
田中大介・天内天樹・中島直人，2020，「『都市の変化』 を論じるということ――社
会学・美学・都市計画」三浦倫平・武岡暢編『変容する都市のゆくえ――複眼の
都市論』文遊社．
問芝志保，2020，『先祖祭祀と墓制の近代――創られた国民的習俗』春風社．
東京都南多摩新都市開発本部，1987，『多摩ニュータウン開発の歩み 第 1 編』東京都

26

『人文

社会』 第 6 号

南多摩新都市開発本部．
都市計画協会，1971，『南多摩新都市墓園基本計画』都市計画協会．
『多摩ニュータウン事業史――通史編』
都市再生機構東日本支社多摩事業本部，2006，
独立行政法人都市再生機構東日本支社多摩事業本部．
辻井敦大，2019a，「墓地行政における 『福祉』 ――地方自治体による墓地への意味
づけに注目して」『都市社会研究』11: 93–108．
――――，2019b，「戦後日本における墓をめぐる社会史 ――石材店によるマーケテ
ィング戦略に注目して」『年報社会学論集』32: 61–72．
『10 ＋ 1』1:
内 田 隆 三，1994，「 場 所 と 風 物 ―― ニ ュ ー タ ウ ン の ト ポ ロ ジ ー」

186–194．
」若林幹夫・三浦展・山田昌弘・小
――――，2000，「郊外ニュータウンの〈欲望〉
田光雄・内田隆三『「郊外」 と現代社会』青弓社，175–214．
――――，2002，『国土論』筑摩書房．
植田剛史，2016，「都市計画の断片化と不透明性――今日における知の批判性とその
困難」愛知大学人文社会学研究所編『人文知の再生に向けて』愛知大学人文社会
学研究所，105–146．
上野淳・松本真澄，2012，『多摩ニュータウン物語――オールドタウンと呼ばせない』
鹿島出版会．
浦川道太郎・全日本墓園協会，2015，『墓地埋葬行政をめぐる社会環境の変化等への
対応の在り方に関する研究』厚生労働科学研究費補助金平成 26 年度総括研究報
告書．
『10 ＋ 1』1: 116–123．
若林幹夫，1994，「視線と意匠――校外ニュータウン試論」
――――，2007，『郊外の社会学――現代を生きる形』筑摩書房．
『多摩ニュータ
八木澤壮一・成瀬惠宏，2008，「多摩ニュータウンの火葬場と墓地」
ウン研究』10: 116–119．
東京都公文書館所蔵資料（引用時には著者を「東京都」として記載）
（請求番号 ｄ 04.01.271）
東京都，1976a，「霊園の暫定開設について」
（請求
東京都，1976b，「『南多摩都市霊園の管理運営等に関する協定書』 について」
番号 d04.01.271）
（請
東京都，1976c「他施行者の施行区域内移転墓地の取り扱い方針の決定について」
求番号 ｄ 04.01.271）
（請求番号 213. Ｂ 6.04）
東京都，1980，「南多摩都市霊園について」

