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東日本大震災被災地社叢復興事業

狐塚(仙台市若林区荒浜 )・ 八 重 垣 神 社 ( 山 元 町 )で 着 手
社叢学会では、地球環境基金からの助成を得て、
東日本大震災被災地における社叢復興事業に取り
組んでいるが、この度、３次の現地調査を踏まえ、
狐塚(仙台市若林区荒浜地区)と八重垣神社(山元
町)で、復興作業に取り掛かることとした。
海岸から約1km離れた水田にある狐塚は個人所
有で、小さな祠と鳥居を取り囲む数本のマツが廃
墟となった中にぽつんと残っている。1月調査時
点で、マツが枯れつつあることが確認され、潮を
被った土壌の改良と残ったマツの養生が急がれる。
八重垣神社は海岸から500m程度で津波に飲み込

まれたが、マツの高木林が残っている一方、スギ
の中木は枯死している。当神社の藤波祥子宮司か
らは、危険地区指定地であるが神社の再建は法的
に可能で、地域の拠り所としてぜひ再建したい、
また、仮社殿の建設も大事だが、森の再生を図る
のが先だと思うので、社叢学会と協働で社叢の保
全にも取り組みたい、という意見も頂いている。
今後、さらに2、3ヶ所の社叢を選び、地元の皆
さん、社叢インストラクターを中心に土壌改良、
残存林の養生等に取り組んでいく。

平成24年度年次総会概要決まる。5/20に京都で
今年の年次総会・研究発表会・シンポジウムは５月20日(日)に伏見稲荷大社(京都市)で開催さ
れる。総会後のシンポジウムでは、東日本大震災被災地で地域コミュニティの核としての社叢の
重要性を訴え、実際に社叢復興に取り組んでいることを踏まえ、「鎮守の森とコミュニティづく
り」をテーマに、広井良典・千葉大学教授の基調講演の後、パネルディスカッションで論議を深
める。総会に先立つ19日(土)の見学会では社寺を中心として発達した吉野を訪れる。
５月19日(土)

見学会：吉野水分神社と社寺を中心に栄えた吉野のコミュニティ

09:00

京都駅集合

11:30～12:30

吉野水分神社見学

14:00～15:30

社寺を中心として、また尾根道に栄えた吉野のコミュニティとそのまち
づくりを見学

18：30～

一宮研究会

５月20日(日)
10:00～10:30

正式参拝

10:30～11:20

年次総会

11:20～12:50

研究発表会

14:00～17:00

シンポジウム「鎮守の森とコミュニティづくり」
基調講演（広井良典・千葉大学教授）とパネルディスカッション
懇親会

17:00～18:30
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(於：吉志部神社）

焼失した吉志部神社の再建と社叢の
復活および紫金山公園の森の管理
講

師：奥田正夫(吉志部神社宮司)
金谷薫(紫金山みどりの会事務局長・大阪自然環境保全協会副会長)
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：武田義明(社叢学会理事・神戸大学教授）・糸谷正俊(社叢学会理事)

復興を遂げた吉志部神社 3年前に放火され、本殿
創建から398年目に全焼してしまった。先代宮司の
もとですぐに再建計画が立てられた。一番の問題
だった資金については、吹田市が紫金山公園を整
備する時に神社から買い取った土地の代金を四百
年祭のために貯めていたものや氏子たちからの寄
付、火災保険金などを充てた。「いいのが建って
よかった」と言ってもらいありがたいが、やはり
焼失のショックは続くのだろう。今後、社叢を含
め、どう守っていくか、が氏子や神職の仕事だ。
神社としてはとてもよい環境にある。これだけ
の森があるので静かで、かなり古い木も多い。紫
金山の上から見ると村全体が見え、昔ここに神様
をお迎えし、山そのものを信仰していたのだと思
われる。夏はもちろん暑いが、風が木から木へと
回って、木が話しているような感じがして、なん
とも気持ちがいいし、小雨の時は本当に美しい。
雨があがれば木々が若返るようにきれいになる。
いわゆる古典的な「鎮守の森」だと感じる。
紫金山公園での市民活動 紫金山公園で市民が活
動を始めて20年になる。前半の10年で市民が市の
公園計画を覆して今の公園を作ったことがこの活
動の中で最も重要だった。吹田市は東西6.3㎞、南
北9.6㎞の大阪のベッドタウンで、紫金山は真ん中
から少し南にある。2004年の資料によると、吹田
市の緑地率は26.7%だが、8.8％から45.5%と非常に
ばらつきがあり、市では緑地率30%を目標に「みど
りの拠点」をつくっているが、紫金山公園が重要
な位置づけになっている。昔はもっと鬱蒼として
いたが、残念ながら緑がどんどん減っている。
紫金山公園は、公園部分が8.4haで釈迦ヶ池が
3ha、2011年の調査では植物が330種、鳥が30種、
昆虫が250種確認され、その後のモニタリングでも
これに近い数字が維持されている。千里丘陵の端
で、高速道路と住宅の増加で陸の孤島になりつつ
ある。市街地の中に孤立した自然で、動植物が外
から入ってくるのは困難な状況下でここを守って
いくためには何が必要か、が重要な課題だ。
3～4月に紫金山公園で咲くコバノミツバツツジ
は里山に特別なものではないが、昔はお花見とい
うとコバノミツバツツジを見にいくことだったと
も聞いている。公園になってソメイヨシノを植え
たので、花見のシーズンには賑わうが、同じ時期
にコバノミヤマツツジがソメイヨシノより色が鮮

やかに咲いている。4月ごろは非常に美しいので、
ぜひ花見には桜もさることながらコバノミツバツ
ツジを見に来てほしい。
ことの発端 1989年に突然、「生まれ変わります
紫金山公園」「楽しめる総合公園」という市報が
配布された。景気のいい時代だったから、立派な
庭園にして、見栄えのいい大型の箱物を作ってと
いう発想は理解するが、自然環境を考える市民と
して、もっと自然環境を守ったらどうか、生物多
様性は保たれるのかなど、様々な意見があった。
要望書を出したり、公園当局との話合いを頻繁に
行ったいながら、紫金山公園での「どんぐり祭」
のようなイベントや清掃活動などで市民の運動と
してのレベルをあげていった。その結果、1987年
に吹田市が紫金山公園の植生と生態調査を行い、
コバノミツバツツジを復元するために里山管理を
することになった。吹田市の計画に対して市民が
きちんと意見を出したことに加えて、経済情勢の
変化もあり、もっと自然を活かした公園にしよう
という流れになったようだ。2001年には「市民参
画の成果、開発型から自然を守る計画に」「計画
は、紫金山公園が将来、21世紀の鎮守の森と言え
るものになるように」ということになった。
コバノミツバツツジを咲かせるために それに先
立つ2000年に、沿道の整備や林の管理などの比較
的簡単な作業は市民に、池の整備・造成などの機
械が必要なものなどは業者に委託という役割分担
が決まり、「紫金山みどりの会」をたちあげた。
市民協働は役所にも市民にも有効だと思う。市民
組織を作り、コバノミツバツツジを咲かせるため
に、8ha程度の森だから大量に伐るわけにはいかな
いが、常緑樹などをある程度伐って光が当たるよ
うにすることが管理の基本になった。以後、10月
から3月の間に月一度、市民ヴォランティアが木を
伐るだけではなく、専門家に指導してもらい階段
を作るなどの作業をした。
最近は市の財政悪化に加え、会員の高齢化も、
力仕事が必要なだけに大きな問題だ。さらに困る
のは自然環境が変わってきたということだ。マツ
がどんどん枯れるし、ナラ枯れもほどなく来ると
思われる。市の予算がつかなくなり、管理や会費
徴収、組織の再編制など、問題は山積している。
また、高木管理をどうするか、里山の保全管理シ
ステムをどう考えるかというのも困難な課題だ。
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第5回社叢インストラクター資格認定試験問題
2012年2月25日

伏見稲荷大社にて実施

筆記試験Ⅰ【10:00～11:00】：下記のうち１題を選択し、指定の字数で記述（課題は事前に提示）配点＝100
1. 以下の写真は、下鴨神社(所在地：京都市左京区)の社叢を含む景観である(写真中、１はクスノキ、

優占種はエノキ、ムクノキ、ケヤキ)。写真を参考に、この社叢が地域に果たしている役割(１)と社叢管
理における課題(２)を述べたうえで、今後、どのような社叢として保全されることが望ましいのか(３)を
1,500字程度で述べなさい。なお、次のキーワードをすべて使用すること。キーワードの順番は適当に
変更してもよい。解答において(１)から
(３)に関する記述が含まれるよう論述
１
し、キーワードには下線を引くこと。
キーワード：河川、地下水位、生物多様
性、外来種、地域、森林構造、クスノ
キ、落葉広葉樹、常緑広葉樹、更新、林
床管理、暖温帯域、植栽、攪乱、世界遺
産登録、閑静な住宅地
2. この図(事前配布)は、「東日本大震
災津波詳細地図上巻 原口強・岩沼暉著
古今書院発行」からとったものである。
社叢の保存・育成に関わる者として、そ
れぞれの図から判読できる事項を若林
区・ 女川町それぞれについて1,000字
程度で述べなさい。
筆記試験Ⅱ【11:10～12:10】配点=100

樹高

問題１ ①から⑩のカッコ内に正しい語を書きなさい（漢字でなくてもよい）。配点＝20
神社といえば①（
）があり、②（
）があり、場合によっては③（
）など
があるというような神祭に関係する建物を想いおこす。
しかし、常設の建造物ができるのは後の代のことであって、聖なるカミは聖なる樹木④（
）
や、聖なる岩石⑤（
）、あるいは聖なる山⑥（
）などに鎮まった。
（④）や神体木だけが神の⑦(
)ではない。聖なる(⑤)や聖なる岩石などの聖域を囲む
⑧(
)もカミの降臨する聖所であった。
日本の代表的な古社である⑨(
)は(①)のない神社として有名だが、秀麗な円錐形の⑩
（
）そのものが (⑥)で、そこには(⑤)群が重なり合う聖地がある。
問題２ 下記の図を見てどんな森林かイメージして述べなさい。配点＝20
問題３ 西日本の平地に見られる良好な社叢を構成する樹種名を10種記しなさい。配点＝20
問題４ 次の記述には誤りがあります。正しい記述に
訂正しなさい。正解文は複数ありますが、一つだけで
結構です。また、そのように訂正した理由を書きなさ
い。配点＝10
30
「○○神社の裏山の潜在自然植生はスダジイ林だっ
た」
20
問題５ 照葉樹が優占する社叢内の参道に潤いをもた
せ、かつ、社叢内に踏み入ることを防ぎたいという意
図があって、参道に沿って両脇に植栽をしたいと思
10
い、次の表に示した種類を考えた。植物名の後のカッ
5
コに植栽目的に適う種類には〇、否なる種には×、ど
ちらでもない種には△を記入し、否とした場合その簡
単な理由、及び注意しなければならない点があればあ
げなさい。配点＝30
・ジャノヒゲ類 ・ヒガンバナ ・イヌツゲ（マメツゲを含む）
・レンゲツツジ ・マンリョウ ・ヤツデ
＊ 口頭試問では受験の動機やこれまでの経験を聞いたほか、約10種の樹木の同定を求められた。
(m)

社叢インストラクター
第5回資格認定試験を実施
第5回社叢インストラクター資格認定試験が2
月25日(土)に伏見稲荷大社で実施され、社叢イ
ンストラクター養成セミナー修了者3名が資格
に挑んだ(問題は5面に掲載)。今後、試験委員
が合否判定原案を作成し、３月29日開催の理事
会に諮問する。合格者には年次総会で理事長よ
り認定証が手渡されることになっている。
当日の試験委員：菅沼孝之副理事長、糸谷正
俊理事

年次総会は別記の通りです。例年通り盛り沢
山な内容です。開催地の伏見稲荷大社は、昨
年、遷座1300年を迎え、大規模な社殿や社務
所の改築をされましたが、会場は新築の社務
所をお借りいたします。社務所庭園も見どこ
ろの一つです。
前日の見学会では、世界遺産の一画、吉野
水分神社や社寺を中心として栄えた吉野のコ
ミュニティを見学し、総会シンポジウムのテ
ーマにつなげていきたいと考えています。多
数のご参加をお待ちいたしております。
また、研究発表も引き続き募集しています。
こちらも奮ってお申し込みください。

会誌『社叢研究』第10号を同封いたしました。
10周年記念号として、特集で｢土」を取り上げ
たほか、昨年の総会と秋のシンポジウム記録な
ど、100頁を越える充実した会誌となりました。
ご一読の上、ご感想などお聞かせ下さい。
急なお知らせとなってしまいまいたが、3月14
日からいよいよ東日本大震災被災地での社叢復
興事業に取り掛かります。これを機に、見学会
と報告会を竹駒神社(岩沼市)で開催いたします。
参加ご希望の際は、急ぎ、事務局にご連絡くだ
さい。

12月に締め切りやっちゅうに！ ついには2月
も下旬じゃないかっ、原稿が出てきたのは！！
そこの師弟コンビ！ 反省するよーに！！！
その間、某事務局長の泣き落としから、最後に
は恫喝めいた催促に耐え、粘る粘る。いやぁ、あ
る意味すごいなぁ、学者のこの粘り。。。いかん、
いかん、感心している場合か！
そんなこんなで薄氷を踏みつつ、ようやく最終
校正終了！ やれやれ。と、編集長のK理事がイ
タリアレストランのディナーをご馳走して下さる。
ディ、ディナーですよ！ レストランで！ 美味
しかったなぁ。。。もうね、シアワセ♥ あ、しま
った。食べ物では騙されないんだった。嗚呼。。。
（藤岡 郁）

次回予告【第50回関東定例研究会】
◆日
◆場

時：4月14日(土) 14：00～16：30
所：國學院大学・渋谷キャンパス120周年記念1号館3階1304教室
（東京都渋谷区東4-10-28）
◆テ ー マ ：失われる国土 ―外資と日本の森―
◆話題提供：平野 秀樹（東京財団研究員）
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