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平成21年度地球環境基金助成金

美しい社叢づくりをめざして
京都・名古屋・秩父・千葉に社叢管理実験区を設置

社叢学会では昨年度より独立行政法人環境再生
保全機構の地球環境基金より助成金を得て、「市
街地における社叢(歴史的緑地)管理の実態調査と
管理手法の確立」事業を行っています。昨年度は
各神社へのアンケートおよび聞き取り調査により、
社叢管理の現状と問題点を洗い出し、その結果を
報告書「豊かな社叢をつくるために～社叢管理の
手引き～」にまとめたほか、社叢管理の重要性と
注意点を写真を交えて訴えたパンフレットも作成
し、全国の神社庁や主な神社に配布しました。
今年度は、昨年の調査で浮き彫りになった問題
点を解決するために、京都市(伏見稲荷大社)、名
古屋市(城山八幡宮)、秩父市(秩父神社)、千葉県
(未定)に管理実験区を設置し、それぞれの問題点
の解決に向け、社叢インストラクターを中心に管
理実験を行っています。それぞれの実験区のテー
マと進行状況は下記の通りです。今後、会員の皆
さまには管理実験区での社叢整備などのお手伝い
をお願いすることもあろうかと思います。是非、
ご協力くださいますようお願いいたします。
京都市実験区[西日本で被害が深刻化し、歴史的
景観を危機にさらしているカシノナガキクイムシ
によるナラ枯れ被害を受けた社叢の修復と、被害
を受けにくい社叢づくり] 伏見稲荷大社では、
ナラ枯れ被害木の伐採により管理実験区でも多く
のギャップ(林床まで光が入り込む隙間)ができた。
春以降、ここに多くの実生が認められたことから、
7月に実生植生調査を行い、それに基づいて実験
区の植生計画策定した。今後、4月にプランター
に植え付けたイチイガシ、サカキなどの種子から
発芽した幼樹を実験区に植え付け、経過を観察す
る。また、来年に備え、種子採集を行う。
名古屋市実験区[地域の都市環境の向上と環境教
育の場ともなる社叢づくり] 城山八幡神社の空

堀を整備し、地域住民の交流や環境教育の拠点と
するため、清掃とシュロの除去を行った。地域住
民に鎮守の森の豊かさを体験してもらう散策会を
おこなうなどの活動を始めている。
秩父市実験区[落葉や枝葉の焼却による環境への
負担軽減のための迅速な腐葉土化] 落葉広葉樹
林を社叢にもつ神社では冬に向かって落葉期を迎
えるため、落葉の腐葉土化が進まず、焼却処理さ
れていることが多い。こうした状況を改善するた
め、秩父神社社叢に腐葉土化促進実験装置を設置
し、地元の酒造会社より酒粕の提供を受け、これ
を促進剤として利用し、より短期間で落葉処理が
できる手法を確立する。
千葉県実験区[タケ・ササやシュロが増殖し生物
多様性が失われつつある社叢の多様性復活]猿田
神社(銚子市)社叢で植生調査を実施し、千葉県で
の社叢の理想像について考察した。今後、ササ・
シュロなどの有害植物の侵入を受けた社叢に管理
実験区を設置し、まず有害植物を除去し、猿田神
社社叢の植生を参考に、多様性豊かな社叢づくり
のための植栽計画の策定を開始する。

猿田神社での植生調査
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第36回 関西定例研究会 報告

2009年9月26日
（於 : 松尾大社）

松尾大社社叢見学と磐座登拝

関西では2回目の見学会となる今回は、洛西の松尾
少雨の影響もあってか、細い水の流れが斜面を伝って
大社(西京区嵐山宮町)を訪れた。松尾大社は西山の一
いる。途中、京都市内を一望耳渡す見晴らし場で一息
画をなす松尾山の東麓に鎮座する旧官幣大社で、京都
つき、磐座へ。
市最古の神社のひとつ。祭神は大山咋神(おおやまぐ
社殿祭祀以前に神を祀っていた磐座は、7つの谷に
いのかみ)と中津島姫命(なかつしまひめのみこと＝市
わかれた松尾山の渓谷の北にある大杉谷の頂上近くに
杵島姫命 いちきしまひめのみこと)。
鎮座している。巨大な岩石で、いかにも威厳のある佇
社殿創建は701年(大宝1年)で、松尾山の神霊を、渡
まいに思わず背筋が伸びる。ここにムクノキの大木が
来氏族の秦忌寸都理(はたのいみきとり)が一族の総氏
あり、菅沼孝之副理事長がムクノキがあるということ
神として勧請、創建したと伝えられている。現在の本
は、ここに水脈があるということだと説明、ここでも
殿は1397年(室町初期:応永4年）の建立で、流造りの
神社と水との関係が確認できた。
屋根の庇を後方にも伸ばした特殊な両流造りと呼ばれ
往復約1時間の登拝を全員が無事果たした後、造園
る形式で「松尾造り」と呼ばれ、重要文化財。
家重森三玲の晩年の力作である「松風苑」(磐座(上
平安遷都後は皇城鎮護の社として「賀茂の厳神、松
古)の庭・曲水の庭・蓬莱の庭)と、宝物殿で日本では、
尾の猛霊」と並び称された。中世以降は酒の神として
薬師寺(奈良市)の三神像(国宝)と並んで最も古いとさ
も崇敬され、境内に湧き出る霊泉「亀の井」の水は醸
れる、平安初期の一木造りの等身大座像の神像を拝観
造の際に加えると酒が腐らないと言われ、全国の醸造
した。
業者の信仰が厚く、拝殿わきに
は奉納された酒樽がずらりと並
んでいる。
参加者は、まず江戸時代初期
の建築とされる釣殿・回廊をと
おり、本殿前で参拝。その後、
参集殿で生島権宮司より、神社
の祭神や社叢について説明を受
けた。中でも重要視されている
のが水で、酒の基となる稲作に
も欠かせないものであり、「亀
の井」「霊亀の滝」「お水元」
など、水のを祀り、大切にして
いることが紹介された。
説明の後はいよいよ磐座登拝。
木漏れ日の中を、神職たちが手 松尾山中腹から京都市外の見晴らし
作業で整備したという階段を登
り、まず「お水元」へ。最近の

生島権宮司の説明(上）と登拝路(左）
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2009年8月29日
（於：生島足島神社多目的センター）

第23回 中部定例研究会 報告

生島足島神社の社叢・「御柱祭」に向けて
話題提供
ｺﾒﾝﾃｰﾀ

武藤
宮本
岡村

衆議院議員選挙を翌日に控えた中での定例研究会
となった。名古屋から東名・中央・長野自動車道と
乗り継いで、上信越自動車道の上田菅平ICまで千円。
若干の喜びと、無料になれば途中の町や村に立ち寄
って、安くて美味しい特産品を好きな時間に食べら
れる等と不満を言いながらのドライブとなった。
日本の真ん中・国土の大神
力強い太鼓が鳴り響いた正式参拝の後、境内を歩
きながら、武藤宮司の説明があった。権現造りの本
殿は、老樹が茂る大小2つの中島の大きい方の島に
建っている。奥には御室と呼ばれる室町時代の内殿
(県宝)があり、内殿内の内陣２間四方には床板がな
く土間が御神体で、出雲式池心宮園池(いけごごろ
みやえんち)に囲まれた最古の祭祀形式を受け継ぐ
神社である。夫婦欅のある縁結びの神社としても、
多くの若い参拝者が訪れる。
天皇が新たに都を定める時には必ず生島・足島の
二神を鎮祭する。生島足島神社は東北日本と西南日
本を分けるフォッサマグナ(中央地溝帯：西縁が糸
魚川静岡構造線・東縁が柏崎千葉構造線)の中央に
あり、日本の真ん中・国土の大神と称する。
また、諏訪神が大和政権から追われて諏訪へ亡命
する途中に逗留し、二柱の大神に奉仕し米粥を煮て
献じたと伝っている。その古事は今も秋から春にか
けて火曜日毎に26回行われる「お篭り祭」の神事と
して、摂社の諏訪神が本殿へ移り御粥を炊いて供す
る儀式を宮司が執り行う。
アカマツを用いた御柱
神社の北方の山々は上田市の市有林や国有林とな
っていて、アカマツ林が維持されている。「御柱
祭」は寅と申の年に行う。来年2010年は寅年で、4
月17日(土)宵宮祭・18日(日)本大祭・19日(月)奉建
祭の3日間。準備はすでに始まっており、本年4月御
柱となるアカマツの仮選木・5月本目立・12月最終

美登（生島足島神社宮司）
達郎（塩田平文化財保護協会会長）
穣 (社叢学会理事・名古屋市立大学教授）

選木・来年2月綱より・3月山出しの手順を踏む。本
大祭では、近隣16ヵ郷から集まった約千名で、お旅
所から２kmを４～５時間かけて長さ5丈5尺5寸(17m)
の４本の御柱を曳く。
奉建祭は平成4年からクレーンで建てるようにな
ったが、上の宮一の柱だけは人力で建てている。
塩田平(しおだだいら)の自然
上田盆地の西側の産川沿いの北向きの馬蹄形の緩
傾斜地を塩田平という。岩塩が出たそうで、塩田平
は長野県第３の都市上田市の南西部にあり、江戸時
代には上田藩五万三千石の内、塩田三万石といわれ
た穀倉地帯である。典型的な内陸気候で、年間降水
量は東京の半分の900mm程度と、全国でも有数の雨
の少ない地域で、多くのため池があり、生島足島神
社の園池もその一つである。池造りは上田藩の仕事
で、手入れは住民が行うことになっていた。全戸が
神社の氏子で、屋敷林も多く、露地には赤松・ロウ
ソク仕立てのイチイ・樫(貸しができる)・柏(世継
ぎができる)・ザクロ(虫下し)・柿・梅などを植え
た。赤い花が咲く植物は、火事になるとして嫌われ
ていた。
(文責：岡村 穣)

次回予告【第24回中部定例研究会】
◆日
時 ：2009年11月29日(日) 13:30～16:00
◆場
所 ：敢 国 神 社 社 務 所 （伊 賀 市 一 之 宮 8 7 7 ℡ 0 5 9 5 - 2 3 -3 0 6 1 ）
◆テ ー マ ：敢 国 神 社 の 社 叢
◆話題提供：太郎舘 学( 敢 国 神 社 宮 司 ) 他
◆ｺﾒﾝﾃｰﾀ ：未 定

今年度の会費をまだ頂戴していない皆さまには
振替用紙を同封いたしました。社叢学会は会費
で運営しております。ご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
すでにお支払い頂いているにもかかわらず振
替用紙が入っていました時は、大変お手数です
が、事務局までご一報くださいますようお願い
いたします。なお、12月末日までに入金の確認
ができない場合は、以後、｢鎮守の森だより｣等
をお送りできなくなりますので、悪しからずご
了承下さい。ご退会をご希望の節は、お手数で
すが、会員番号とお名前をご記載の上、Fax･
Mailでその旨、お知らせ下さい
また、銀行振込みもご利用いただけます。振
込み先は、三菱東京UFJ銀行 京都支店 普通
口座6720345 特定非営利活動法人社叢学会理
事長 上田正昭 です。
平成22年度年次総会は、建都1300年を迎える
奈良で5月末に開催の予定です。総会のほか、
見学会、研究発表会、シンポジウムと、盛り

沢山の企画を進めております。見学先などの
ご希望など、事務局までお知らせください。
また、下記の通り研究発表の募集も始りまし
た。奮ってご応募ください。

暑くもなく、寒くもなく、月間電気消費量最少
記録更新ちう。。。お天気がいい日の午後ともな
ると、西陽燦燦がパソコン画面に反射して画面が
見えない。。。しょぼいカーテン(実は単なる布
切れ…)では防ぎ切れないからさ、仕事にならん
わけです。仕事にならんのに事務所にいると、ム
ダな電気を使いかねない。。。ならば！ 糺の森
に社叢観察にでも行くほうが意義ある業務ではな
いか？！ 近所にはおいしいみたらし団子のお店
があるし。あ、橋を渡ればちょ～有名豆大福店も
あるし。そうそ、伏見稲荷大社のプランターの水
遣りもしなきゃいけない。でも、あそこは午前中
に行かなきゃ。参道のおいしいあんパン屋さん、
午後は売り切れちゃうし。午後にお出かけ～なら
ば、休みの多い焼き芋屋さんの営業日と焼き上が
り時間にあわせてと。おいおい、確かに食欲の秋
ではあるけどさ。
（藤岡 郁）

次回予告【第37回関西定例研究会】
◆日

時 ：2009年11月28日(土)

13:30～15:30

◆場

所 ：伏見稲荷大社儀式殿（京都市伏見区藪之内町68 ℡075-641-7331）

◆テ ー マ ：聖化されるエコロジーの森（中自然の森）の創造 －超高層建築時代と鎮守 の森から
◆話題提供：吉村

元男（地球ネットワーク会議代表

◆ｺ ﾒ ﾝ ﾃ ｰ ﾀ ：糸谷

正俊（社叢学会理事・㈱総合計画機構代表取締役）

2009年3月末日必着

元鳥取環境大学教授）

