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研究成果の概要 

本プロジェクトの目的は，大規模自然災害における地域防災の取り組みのなかで「神社空

間」の新たな位置づけを検討することである．そのために，本研究では，和歌山市・伊達(い

たて)神社において社会実験を展開し，防災コミュニティを形成の実践モデルを提示した．

伊達神社の位置する有功地区は，地震，津波，河川氾濫，土石流，斜面崩壊など多様な災害

リスクにさらされている地域である．地域防災上の課題としては，地域住民が種々の災害リ

スクのポテンシャルを認識していない，地域内で実効性のある避難計画が周知されていな

い，古くからの集落と新興住宅街の住民が交流できていない，といった点があげられる．こ

れらの課題を解決するために，伊達神社において，氏子やその他の地域住民と神職，絵地図

アーティスト，学識経験者がワークショップとフィールドワークを繰り返し，地域内の史跡

名所を巡ることでハザードエリアが把握できる「無病息災マップ」を作成するプロジェクト

を展開した． 

 

 

1. はじめに 

 

(1)  研究の目的と背景 

本プロジェクトでは，大規模自然災害における地域防災の取り組みのなかで「神社空間」



の新たな位置づけを検討する．避難場所としての神社の活用可能性を検討するだけでなく，

防災コミュニティ活動の拠点として神社空間を再評価することを大きな目的に据えている．

そのなかで，和歌山市・伊達(いたて)神社における社会実験をもとに，神社空間を核とした

防災コミュニティを形成するためのひとつの実践モデルを提示する． 

日本の国土に長く鎮座してきた神社空間は，その間，様々な自然災害に遭遇しながらも現

在にその姿をとどめている．このことから神社の立地は，災害リスクに対して安全性の高い

特性を有するケースが多い．実際に既往研究 1，2は，和歌山や徳島，高知といった南海トラ

フ巨大地震によって大きな被害が想定される地域においても，多くの神社が津波の被害を

免れるという結果を示している．また津波だけでなく，河川氾濫や土砂災害などの自然災害

に対しても，比較的安全性の高い立地特性を有する．これらの先行研究の結果は，すべての

神社が安全ということを意味するわけではないにしろ，少なくとも避難計画や防災計画を

立てようとする場合に，その土地の神社の立地特性を検討し，安全性が確認されれば，緊急

避難場所あるいは避難所として活用できる可能性を示す結果となっている． 

一方で，神社は学校や公民館などとは異なり，ひとつの宗教法人の土地であり，公的な防

災計画のなかで行政の主導によって避難場所や避難所として位置付けていくことは容易で

はない．指定緊急避難場所や避難所の選定は，災害対策基本法のなかで義務付けられる．指

定緊急避難場所は同法第 49 条 4 に「災害が発生し，又は発生するおそれがある場合にその

危険から逃れるための避難場所として，洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性等

の一定の基準を満たす施設又は場所を市町村長が指定する」と明記されている．また避難所

は第 49 条 7 に「災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要

な間滞在させ，または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための

施設として市町村長が指定する」と示されている．これにもとづき，各地域では市町村長が

それぞれ避難場所，避難所を指定し，地域に周知している．そのほとんどは，学校や公民館

などの堅牢な建物の公共施設である． 

神社は宗教法人の施設であり，仮に避難所として活用していこうとすれば，「自主避難所」

として位置付けることになる．自主避難所として運営していくためには，災害の危険性が高

まった場合に，鍵の開錠や避難体制の整備についても，市民が主体的に行う必要がある．神

社の場合，管理する神職がその役割を担うことになる．しかし，一部の大規模な神社を除い

て，地域神社は神職が常駐していないか，あるいはひとりの神職が複数の神社を管理してい

るケースが多い．したがって，実際に災害の危険性が高まったときに，神職だけが対応する

ことには限界がある． 

神職が常駐していない神社に関しては，お宮の管理などは一般的に氏子総代が担う．しか

し，神社における氏子制度そのものが成立しなくなっており，現状の氏子も各地で高齢化が

問題となっている． 

すなわち，神社空間の立地の安全性が担保されたとしても，避難場所，避難所として活用

していくための重要な課題は，その管理をどのような主体が担うかということである． 



 

(2) 方法論としての社会実験 

本プロジェクトでは，和歌山市・伊達神社をフィールドに社会実験を展開し，そのプロセ

スに考察を加えることで，神社空間を核とした防災コミュニティ形成のひとつの実践モデ

ルを提示することを目指した．社会実験は，神職や氏子，その他の地域住民が神社にかかわ

りながら，地域の防災意識を高めていくためのイベントやプロジェクトを展開し，その成果

に考察を加えることで，他地域や神社でも参照価値のあるモデルを提示することを目指す． 

本研究プロジェクトの目的を達成するためには，災害と防災に関する工学的知見のみな

らず，神社空間から災害の履歴を掘り起こすための手法や考え，さらに神社のロケーション

の地質学的意味についても検討しなければならない．そのため，本プロジェクトは，土木工

学，考古学，地質学など多様な専門分野のメンバーによって構成した． 

申請代表者である高田は，これまでに和歌山や四国，東北地方における神社のロケーショ

ンと自然災害リスクに関する研究を行ってきた．また，佐渡や神戸などで，住民との協働に

よるまちづくりや防災ワークショップなどのプロジェクトに従事してきた．宇野は，水工学

の視点から，和歌山の避難所の分析や津波・河川氾濫における地域防災についての研究に従

事してきた．瀬谷は，災害考古学という視点から，考古学的な発掘調査から過去の災害履歴

を抽出する研究を進めている．西山は，地質学の観点から四国や和歌山をはじめとした多く

の災害調査に携わりながら，地域の残された災害記念碑や災害伝承の情報を収集している．

橋本は，地域の生活道路の重要性に着目した交通計画論を展開しており，災害時の避難経路

の計画について重要な知見を提供する．前川は，国内外の地域主体による資源管理のしくみ

と制度に関して社会学的なアプローチから研究を展開している．また藪内は，和歌山の伊達

神社の宮司として奉職し，コミュニティのなかの新たな神社の位置づけを模索している． 

このような学際的でバラエティに富んだプロジェクト・チームにより，伊達神社での社会

実験を展開し，そのプロセスで明らかになる要素に研究会などを通じて考察を加えること

で，客観的に抽出されたデータではなく，神社と防災を巡る実情および当事者としての経験

にもとづいた情報によって成果を創出した． 

 

2. 社会実験のフィールドとしての伊達神社 

 

(1)  伊達神社の概要 

本プロジェクトの核心となるのは，和歌山市の伊達神社における社会実験である(図-1)．

和歌山市の有功地区 に鎮座する伊達神社は，続日本後紀に，承和 11(西暦 844 年)に志摩神

社，静火神社と共に正五位下を授かったと記録のある延喜式内社の名神大社である．主祭神

は，和歌山の地に深く関わりのあるイタケルノミコトである．イタケルは記紀神話のなかで

スサノオノミコトの御子神として語られており，スサノオとともに新羅の曾尸茂梨(そしも

り)に住み，そこから多くの木の種を持ち帰り，日本の国土を緑豊かな環境にしたとされて



いる 3，4．妹神のオオヤツヒメ，ツマツヒメと共に紀伊国にわたったイタケルは，今でも林

業にかかわる人びとの信仰を集める和歌山にゆかりある神様である 5． 

伊達神社は，苑部ノ連多ノ朝臣が紀の川北岸の領主となったことを契機に現在地に遷座

し，苑部氏の氏神である神八矢井耳命(初代天皇神武天皇の御子)を併せ祀ったと伝わってい

る．安土桃山時代に戦乱により社殿が焼失したものの，寛文 2 年(1662 年)に再建された．そ

の後，時代の変遷により神領を失ったものの，現在でも 5,000 坪の神域を有している． 

 

(2)  伊達神社の管理運営における課題 

伊達神社は管理運営において次のような 3 つの課題を抱えている． 

ひとつめは，地域の少子高齢化・過疎化による氏子の減少である．先代の宮司が奉職してい

た 1990 年代中頃は，氏子数が 500 余り、総代 20 名を数えた．しかし，現宮司が奉職するよ

うになった 2007 年には，氏子数 300 ほど、総代 13 名の状態であった．先代から現宮司が神

職を引き継ぐまでの 19 年間は神主は常駐しておらず，隣神社の宮司が兼務宮司として神社

を管理してきた．地域の少子高齢化・過疎化が進んだことで，氏子崇敬者が大きく減少して

いった． 

ふたつめは，信仰の空洞化による氏神意識の希薄化である．古代より氏神を祀り，地域の

人びとによって公共的な場として維持管理されてきた神社は，第二次世界大戦後の政教分

離によって宗教法人施設の扱いとなった．教典がなく，人びとの地域への帰属意識とともに

保たれてきた神社は，公的な実践の枠から外れることでその信仰が空洞化している．伊達神

社鎮座の地域でも，「一宗教法人が勝手に営んでいる一宗教施設」という認識をもっている

地域住民もいる．すなわち，古くから伊達神社が地域の氏神として地域を見守ってきたとい

う意識が住民のなかで希薄化している． 

最後は，広大な鎮守の森の維持管理である．伊達神社の周囲は，小学校や民家が並んでいる．

 

図-1 伊達神社の参道 



そのようなロケーションのなかで，2012 年には大木の倒木による民家 2 軒の損壊事故が発

生した．境内は孟宗竹や淡竹の繁茂もあり，倒木や枝折れのリスクと隣り合わせである．神

社近隣住民や隣地小学校からは，しばしば樹木管理に関する苦情が出る．しかし伊達神社の

鎮守の森は，古代から信仰の中心であるとともに，現在も多様な樹林の中に小動物(タヌキ，

アナグマ，イタチ等)，野鳥や昆虫が生息し，ヒメボタルも確認される．多様ないのちが共

存共栄する空間であり，神道の源泉である森羅万象，産霊(むすひ)の世界を形成している．

宮司の藪内は，神社信仰の永続とともに，この自然豊かな鎮守の森を後世に残したいと模索

している．そのなかで伊達神社は観光スポットとして多数の来訪者があるわけでもなく，社

叢管理のための予算は乏しい．また前述したように総代のなり手も少なく高齢者が中心で

あるため，鎮守の森をいかにして維持管理していくかが課題となっている． 

以上のような神社管理における課題は，伊達神社に限らず地域神社が抱える共通の課題

である． 

 

(3) 伊達神社におけるコミュニティ活動 

伊達神社宮司の藪内は，前述したような神社管理における課題をふまえて，まずは地域住

民が気軽に立ち寄れる神社運営を目指し，いくつかの活動を実践した．具体的には，子ども

や若い世代が神社に親しみをもつきっかけづくりとして，節分祭，夏越大祓と茅の輪くぐり，

七夕祭などの神社での祭事に加えて，学童の境内でのタケノコ堀り，婦人会による清掃奉仕，

炊き出しイベントなどを展開した． 

なかでも炊き出しイベントは，2018 年 2 月を第 1 回目に，継続的に展開している．伊達

神社に隣接する有功小学校の育友会 OB 有志とともに，社務所を開放して，子どもたちや氏

子総代，参拝者にも炊き出しを提供した． 

また 2018 年 5 月より，社務所を自然災害発生時の緊急避難場所として活用するために，

災害対応や避難生活のための備品や飲料水などの備蓄を開始した．そのきっかけとなった

のは，氏子のなかに阪神・淡路大震災を経験した住民がいたことである． 

このように，伊達神社においては，神社をコミュニティの活動のひとつの拠点として活用

することで，多様な人びとが神社にかかわる契機を創出し，ひいては神社管理における諸課

題の解決を図る方策を模索していた． 

 

3.  有功地区における空間の価値構造の把握 

 

(1)  和歌山県神社庁研修会における議論 

藪内は 2017 年，和歌山県神社庁和歌山支部の副支部長として，紀北四支部合同研修会の

テーマを検討していた．その際に，高田らが発表した神社空間の災害リスクに関する論文 6，

7，8にヒットした．そのなかで和歌山を対象とした論文は，和歌山県下の神社について，津

波，河川氾濫，土砂災害の被災リスクを検証する調査研究である．その結果は，和歌山県下



で神社で被災を免れうるのは，津波については 91%，河川氾濫についても 91%，土砂災害

については 66%というものであった． 

そこで藪内は，合同研修会での講演を高田に依頼し，高田はこれを受諾した．2017 年 8 月

に開催された研修会には神社の神職および氏子総代合わせて約 60 名が出席した．講演のな

かで高田は，和歌山県における神社の立地特性を示すとともに，数の面からも防災拠点とし

て活用していくことの意義について指摘した．和歌山県では，小中学校合わせて 391 校，公

民館 319 館，コンビニエンスストアでも 363 店舗であることから，神社庁管轄の神社だけ

で 412 社というのは，数の面から考えても防災減災における地域ストックとして神社を活

用することのポテンシャルは大きい． 

講演および意見交換を通じて，集まった神職はそれぞれの奉職する神社の立地特性を確

認するとともに，地域防災における神社の役割の可能性を認識した．また参加した神職たち

の多くは，神職・氏子総代の高齢化や社叢管理における資金とマンパワー不足など，前述し

た伊達神社と同様の神社管理上の課題を抱えていた．さらに，このままの状況が続けば，数

十年先に神社管理が立ち行かなくなり，やがて荒廃してしまうという危機感を語る者もい

た．そのうえで神職たちは，神社は古来，地域社会に深く根ざしながら多様な伝統文化を継

承し，コミュニティの形成に貢献してきたという自負をもっており，神社空間を多数ある宗

教施設のひとつとして考えるのではなく，公的実践の場所あるいは社会インフラとしてと

らえなおす必要があるという意見を述べた． 

一方で政教分離という前提を覆し，直ちに神社の維持管理に公共の資金を投入するとい

うのは現実的ではない．憲法改正や国民の合意に多くの議論と手続きを必要とするからで

ある．重要なのは，神社空間が地域防災上で重要な役割を担いうるということをコミュニテ

ィのなかで共有しながら，いかにして地域主体による公的実践を展開していくかというこ

とである． 

 

(2) 神社空間の価値再発見プロジェクトの展開 

和歌山県神社庁の合同研修会をきっかけとして，伊達神社をモデルケースとして，地域防

災において神社空間を活用していく社会実験を展開していくこととなった．社会実験は，高

田が代表者となっているトヨタ財団の研究助成「南海トラフ巨大地震の防災減災に向けた

伝統的神社空間のもつ価値構造の再構築(通称：神社空間の価値再発見プロジェクト)」の枠

組みのなかで展開している．このプロジェクトの根底にある問題意識は，(1)古くから鎮座

する神社空間は災害の履歴への対応を含んでいる可能性があること，(2)日本の国土で長く

人びとが維持してきた神社空間が現代社会においてその存在意義を失いつつあること，の 2

点である．そのうえで最終的な目標を，(1)防災減災をひとつの軸として神社をハブとした

地域ネットワークのあり方を検討，(2)現代における神社の位置づけを再評価したうえで神

社空間の新たな価値構造モデルを提案，(3)「無病息災」という日本の伝統的概念の現代的な

意味づけ，の 3 つに定めた． 



 
社会実験を行う前に，伊達神社の詳細な災害リスクを検討した．伊達神社が位置するのは，

大阪府と和歌山県を隔てる和泉山脈の南麓に伸びた砂礫台地の先端丘陵上である．地形分

類図をみると，伊達神社の参道は細長く伸びた尾根地形であり，その両側は谷底低地となっ

ている(図-2)．有功地区は紀ノ川下流の右岸側に位置し，浸水時には地域の大部分に甚大な

被害が出る．しかし，その立地特性から伊達神社は，過去に水害が発生した際にも境内その

ものが浸水することはなかった．また土砂災害や南海トラフ巨大地震による津波のリスク

についても安全性を担保しうる立地となっている． 

前章で示したように，伊達神社では災害時に地域住民が一時的に避難できるように，最低

限の水や非常食などを社務所に備蓄している．避難所としての神社の活用については，2018

年西日本豪雨で被災した岡山県倉敷市の真備地区の事例がある．小田川沿いの河岸段丘上

に鎮座する熊野神社を地域住民が自主避難所としてまさに登録しようとしていた時に豪雨

が発生し，一時は 200 人もの住民が境内で避難生活を送った． 

本プロジェクトでは，単に伊達神社を新たな避難所として追加するだけでなく，伊達神社

をはじめ多くの地域神社が抱える維持管理上の課題をふまえながら，地域防災コミュニテ

ィの拠点として神社空間に多様な人びとがかかわる契機を創出することを目指している． 

 

(3)  有功地区ふるさと探検ツアーの実施とその成果 

防災コミュニティとしての神社空間形成の端緒として，伊達神社が鎮座する有功地区の

様々な価値と課題について，現地を確認しながら話し合うための「有功地区ふるさと探検ツ

アー」を 2018 年 12 月および 2019 年 2 月に開催した．第 1 回目には 25 名，第 2 回目には

28 人が参加した． 

 

図-2 伊達神社周辺の地形分類 
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ふるさと探検ツアーは，哲学者である桑子敏雄が提唱 する「ふるさと見分け 9」という方

法を下地にしている．ふるさと見分けは，空間の価値構造を把握するための方法論であり，

(1)空間の構造，(2)空間の履歴，(3)人びとの関心・懸念，の 3 つの要素を統合的に把握する．

この考え方にもとづき，有功地区ふるさと探検ツアーにおいても，伊達神社を中心に地区の

地理的条件と災害履歴を含む地域の歴史的背景，さらにそのなかで暮らす人びとがどのよ

うに地域の価値や課題を認識しているかということを明らかにするために，フィールドワ

ークおよびワークショップを行った． 

ツアーには，神社空間の価値再発見プロジェクトのメンバーである多様な分野の専門家

も参加した．参加したのは，水工学が専門である宇野宏司(神戸市立工業高等専門学校，交

通計画が専門である橋本成仁(岡山大学)，地質学が専門である西山賢一(徳島大学)，災害考

古学が専門の瀬谷今日子(和歌山県立紀伊風土記の丘)，古文書学が専門の砂川佳子(和歌山

県立文書館)の 5 名である． 

 第 1 回目のツアーでは，古くから有功地区に居住する神社の氏子総代が参加し，伊達神社

周辺の地形やため池，過去の災害の経緯などを確認した．特に参加者が注目したのが，伊達

神社のすぐ背後を走る中央構造線の断層崖の位置である．伊達神社の北側には根来断層が

走っている．実際に周辺を歩いてみると，2m から 3m 程度の高低差のある崖地形を確認す

ることができる．しかし住民の多くはその地形が断層運動によって形成されているという

ことを認識していなかった．参加したある地域住民によれば，有功地区にあるため池の多く

はこの断層を利用してつくられているという．有功地区の住民は，南海トラフ巨大地震や紀

ノ川の氾濫などの自然災害リスクは認識していたものの，中央構造線の活動による地震や

ため池堤体の崩壊を意識することはなかったと語った．和歌山市が配布するハザードマッ

プのなかで「重要ため池」として情報が明示されているものの，すべてが危険なため池とし

て位置付けられているわけではない．そのため，地域のなかで適切に危険なため池を把握し，

周知することも重要な課題とした． 

第 2 回目のツアーでは，氏子総代だけでなく有功地区の新興住宅地の住民も参加した(図

-3)．ツアーのなかでは，2018 年の西日本豪雨災害を受けて，水害に関する危険個所などを

確認した．ひとつは，有功地区の西側の境界部分を流れる鳴滝川である．この川は天井川で

あり，豪雨時には急激に水位が増し，過去には氾濫した経緯もある．また上流側の斜面崩壊

や土石流の危険性も指摘されている．フィールドワークのなかで交通計画が専門の橋本は，

地域内を流れる水路に柵やガードレールが設置されていない点を指摘した．河川そのもの

の氾濫以外に，水路の水が溢れ道路に流れ出た場合に，柵などがなければ水路の位置がわか

らなくなり転落する危険性が高くなる． 

他に地域の史跡として参加者が注目したのが鳴滝不動尊である．鳴滝川沿いの集落と山

との境界部に位置するこの場所には不動明王のお堂があり，ひとつの聖域として独特の景

観を形成している．60 年ほど前までは夏になると地域の子どもたちがここの水辺で遊ぶ光

景が見られたという．また有功地区の北の境界は和泉山脈の山麓斜面にあたり，そこから紀



ノ川を見下ろす眺望が開けている(図-4)．ふるさと探検ツアーでは，防災上の課題だけでな

く，住民でも普段歩くことのないコースから，様々な史跡や眺望点などを確認し，その価値

を共有した． 

第 2 回のツアーの後には，第 1 回のツアーの成果もふまえながら，有功地区の防災と地

域づくりについてのワークショップを実施した．そのなかで参加者は次のような意見を述

べた． 

まず地域防災については，行政機関が配布するハザードマップに載らないような局所的

な災害リスク情報が重要だという意見である．第 2 回のツアーで橋本が指摘したように，有

功地区内にはガードレールや柵のついていない水路が多くある．実際に台風や豪雨時に避

難する際には，河川の氾濫や土砂災害そのもののリスクに加えて，移動時の水路への転落な

 

図-3 第 2 回ふるさと探検ツアーのようす 

 

図-4 有功地区の山側からの眺望 



どに十分に注意しなければならない．また，地域内に多くあるため池がもたらす被害も有功

地区の地域防災においては重要な検討項目である．ため池のすぐ下流側には多くの住宅が

並んでいる．地域住民は，ため池が適切に管理されず，リスクが高まっていることについて

危惧していた．堤体自体が崩壊しなくても，山側の土砂崩れや土石流がため池に流れ込むこ

とによって被害が出る可能性もある． 

地域づくりに関する意見としては，(1)住民間の交流，(2)住民の移動と健康，の 2 点が論

点となった．交流については，有功地区には古くからの集落だけでなく，山側や紀ノ川沿い

に新興住宅地が形成されている．ワークショップで新しい住宅地の住民は，古くからの住民

と新住民との間にほとんど交流がないことが地域のひとつの課題であると述べた．他地域

からの移住者や比較的若い世代は新しい住宅地に住む一方で，古くからの集落は少子高齢

化が顕著である．新旧住民の交流を実現することは，たとえば，担い手不足が問題となって

いる地域活動を活性化させたり，災害時の共助へとつながっていく．また，若者や子どもが

地域の高齢者と交流することで地域の来歴を知り，地元への愛着を醸成するのではないか

という意見も出た．しかし有功地区では地域のイベントやお祭りが少なく，世代間の交流が

ほとんど図られていない． 

また，住民の移動と健康については，ある参加者が，有功地区の住民の主な移動手段は車

かバイクであることを問題視した．地域内を歩く機会が少ないため，地域内の地形を実感す

ることがほとんどなく，豪雨時や河川氾濫が発生した際にどこに水が流れていくのかとい

うことをほとんど意識しないという．その意見者は，地域内を歩く機会をつくりだすことで

住民が災害へ意識を向けるとともに，ウォーキングの効果により健康増進にもつながるの

ではないかと提案した． 

ワークショップの成果として，ふるさと探検ツアーの成果をもとに，地域内を歩くことで

具体的な災害リスクと地域の多様な価値を共有しつつ，新旧住民や世代間の交流を促進す

るプロジェクトを進めていくという提案で合意した．具体的には，災害リスクと神社を中心

とした郷土史，名所などを組み込んだマップづくりを有功地区の多様な住民の協働により

製作するプロジェクトを展開することとなった． 

具体的なプロジェクトとしてマップづくりを展開することとなったのは，(1)ふるさと探

検ツアーに参加した人びとですぐに始められる，(2)目に見える成果物をつくりだせる，(3)

多様な人びとへの波及効果が見込める，という 3 つの理由からである．伊達神社を核とした

防災コミュニティの形成に向けては，たとえば大規模な交流イベントなどを実施すること

によってより多くの人びとが神社を訪れるきっかけをつくることができる．一方でイベン

ト客としてのかかわり方がすぐに神社管理や地域防災活動の担い手を生み出すというわけ

ではない．それよりも，少人数かつ多様な属性のメンバーが緊密に連携・協働しながら，マ

ップを作成するプロセスを通じて神社空間にかかわる新たな主体を形成していくことを目

指したのである． 

 



4.  「無病息災マップ」作成のプロセス 

 

(1)  マップづくりプロジェクトの体制 

2019 年 2 月の第 2 回ふるさと探検ツアーでの議論を受けて，2019 年 6 月より有功地区マ

ップづくりプロジェクトを始動した．表-1 に活動の概要を示す．このプロジェクトは，神社

空間の価値再発見プロジェクトの代表者である高田，伊達神社宮司の藪内，さらに伊達神社

の氏子総代と，伊達神社において炊き出しイベントなどを実施していた有功小学校・育友会

OB 有志が協働で推進している．プロジェクトに参加する育友会 OB 有志は，有功地区の家

に嫁いできた人，有功の新興住宅地に移住してきた人など多様である．ふるさと探検ツアー

で課題としたあがった住民間交流を，プロジェクトメンバーの構成で実現している(図-5)． 

重要なのは，伊達神社をコアとしながら，地域を多様な視点からみることのできるメンバ

ー構成となっている点である．その背景は，伊達神社宮司である藪内が多様な住民とコミュ

ニケーションを図り，つなぎの役割を果たしているという点があげられる．またトヨタ財団

の研究プロジェクトの展開によって学識経験者が有功地区にかかわったことで，防災や地

域づくりに関する専門的知見を得たいという地域住民のニーズも参加のひとつのモチベー

ションとなっている． 

 

(2)  マップのコンセプトおよびデザインの検討 

マップづくりプロジェクトのキックオフとなった 2019年 6月 27日のミーティングでは，

主にマップのコンセプト，およびマップのデザインの 2 点について意見交換を行った．ミー

ティングを通して，マップのコンセプト        を「多様な人びとが多様な用途で活用でき

る地図」とした．またデザインについては，絵地図による表現で有功地区の個性を認識しや

すくすることとした． 

まずマップのコンセプトについては，ふるさと探検ツアーのワークショップで，単なるハ

ザードマップではなく，地域で散歩を楽しめるようなマップにしたほうがよいという意見

表-1 マップづくりプロジェクトの活動概要 

 

実施日 参加人数(名) 議論内容
2019年6月27日 7名 マップのコンセプトとデザインについて

2019年8月1日 9名
地域内の危険個所の確認
デザイナーの選定

2019年9月15日 9名
マップの配布方法
マップに組み込むコンテンツの確認

2019年10月24日 12名 有功地区ため池確認
2019年11月15日 12名 史跡配置，コース選定
2019年12月12日 5名 山側コース確認



があった．そこで災害情報だけでなく，地域の魅力や価値など多様な情報を組み込んだ地図

とすることで，楽しみながらハザード情報を認識できるようなしかけとする．さらに昔から

有功地区に住んでいる住民，移住してきた人，訪問者，子どもなど多様な立場，世代の人び

とが有効に使えるようなコンセプトの地図を検討していくこととなった． 

一方で，多様な情報を組み込めばマップとして見づらいものとなってしまう．そこでマッ

プの表現方法としては，地域の地形と建物などの最低限の要素をベースマップで表現し，そ

の他の情報についてはマップの使用者が個々にカスタマイズできる形にしていくこととな

った．具体的には，ベースマップの上に，その他の情報が書き込まれた透明のフィルムを重

ねていくことで，それぞれが関心のある情報が地域の地図にプロットされていくような方

法である． 

2019 年 8 月 1 日のミーティングでは，マップのデザインについて議論を行った．プロジ

ェクトメンバーが共有したのは，地域の住民以外にも，多様な人びとが手に取りたくなるよ

うな魅力的なデザインとするという考え方である．市などが配布しているハザードマップ

などは，位置関係について正確な情報を得ることができる一方で，平面地図がベースである

ため，地図を見慣れていない人にとっては地域の地形を認識しづらい．そこで鳥瞰による絵

地図として，微細な地形を表現しながら，伊達神社などクローズアップしたいスポットを強

調できるデザインを決定した．デザイナーは，紀伊半島を中心に活動する絵地図作家の植野

めぐみ氏に依頼することとなった．  

 

(3)  「無病息災マップ」の活用可能性 

マップのコンセプトとデザイン方針について決定した後に，伊達神社を核とした地域活

動のなかでマップをどのように活用できるかということを議論した．ふるさと探検ツアー

 

図-5 マップづくりプロジェクトのようす 



の話し合いのなかで共有したのは，「地域住民のなかで災害リスクのポテンシャルが共有さ

れていない」，「高齢者の健康状態によって災害時に避難が容易ではない」，「新旧の住民およ

び世代間の交流の機会が少ない」といった課題である．一方で地域の魅力としては「古墳や

史跡などが多く歴史がある」，「紀ノ川を見下ろす景観が素晴らしい」という意見もあった． 

そこで「地域の人びとが地域内を歩く契機を創出する」ということをマップの第一の意義

として位置付けることとなった．前述したように，伊達神社のある有功地区は，住民の移動

手段は多くが車やバイクである．そうすると，日常的に通る道は限定され，さらに地域空間

の微細な地理の変化を実感することがほとんどない．地域の微細な地形変化を認識しない

ということは言い換えれば，紀ノ川の氾濫や山側で土砂災害が発生した際に，水や土石流が

どのような範囲で被害を及ぼすのかについてイメージできないことへとつながる． 

マップづくりのプロジェクトミーティングを重ねるなかで，有功地区の神社・寺院やお堂

などの配置が，ちょうど河川氾濫時の浸水想定区域の境界上に位置することがわかった(図

-6)．また，土石流や斜面崩壊のリスクが高いスポットは，紀ノ川への眺望が開けている場所

である．そこで，それらの史跡・名所や眺望点を結ぶウォーキングコースを設定し，そこを

歩くことが自動的に地域のリスクの高いエリアを認識する契機となるようにした．名所巡

りにより地域の歴史的文化的背景を知るとともに，地域のランドスケープを体感しながら

歩くことで健康を増進しながらも，リスクポテンシャルの高いエリアを同時に把握すると

いう複合的な価値を組み込んだマップである． 

以上のように，災害情報と避難経路，住民の健康増進と交流，さらに地域の空間の履歴を

統合的に捉えたマップは，人びとが自身の暮らす地域の特性を理解し，健康に暮らしながら，

 

図-6 有功地区の史跡と浸水想定域 



災害時に適切に行動するためのコミュニティの下地を形成することに貢献する．伊達神社

をコアとしたこのようなマップを「無病息災マップ」と名付けた．神社において実施する夏

越の大祓などの祭事はまさに，無病息災を祈願するものであり，健康で安全に暮らすことそ

のものが一つの幸福の形であるという考えにもとづいている．無病息災マップは，そのよう

な伝統的な日本の幸福概念を防災コミュニティの形成という現代的課題にもとづいて具体

化したツールであるといえる． 

 2020 年 3 月に図-7 に示すような絵地図が完成した．紀ノ川と和泉山脈に挟まれた有功地

区全体が俯瞰的に描かれており，その中心部には鬱蒼とした伊達神社の社叢が位置してい

る．また山側の斜面やため池，集落内の一軒一軒の住宅が明瞭に描かれている．この全体図

はベースマップであり，浸水想定区域，斜面崩壊の危険個所，緊急避難場所と避難所，史跡

名所，ウォーキングルートなどの情報は，付属するフィルムシートにプロットされ，それら

を重ね合わせることで多様な情報をみることができる．さらにこの無病息災マップは単な

る地図としてではなく，書類などを入れるクリアホルダーとして配布される．マップづくり

プロジェクトのメンバーが述べるには，単なる紙の地図だと一度見ると多くの住民が廃棄

してしまうということである．そこで，日常的に別の用途として使用しながら，地図として

も活用できるクリアホルダーとすることになった(図-8)． 

2020 年 10 月 17 日に，完成した無病息災マップを用いたまち歩きおよび今後のマップ活

用方策について議論するワークショップを開催した．コロナ禍を受けて，地域に広く広報す

 

図-7 無病息災マップの全体図 



るのではなく，マップづくりプロジェクトに携わった氏子および地域住民を中心に 15 名が

参加した．まち歩きでは実際に完成した無病息災マップを手に，浸水想定区域と史跡をプロ

ットしたシートを重ね合わせながらその位置関係を確認した．またワークショップでは，無

病息災マップの今後の活用方策について意見交換を行った．活用方策については大きく次

の 2 点について展開することを共有した．ひとつめは，伊達神社において毎年 6 月 30 日に

実施している夏越の大祓において，無病息災マップを参拝者に配布し，その趣旨を説明する

とともに，実際にウォーキングを実施する．夏越の大祓は，台風や伝染病が流行する時期の

前に無病息災を祈願する祭事であり，まさに作成したマップのコンセプトを実現するにふ

さわしい時である．茅の輪くぐりや人形によるお祓いなどの伝統的な行いに加えて，新たな

トピックとして無病息災ウォーキングを開催する．そうすることで，伝統的な祭事の背景に

ある意味についても多様な人びとが理解しながら，防災意識を高めていく契機とする．2 点

目は，伊達神社に隣接する有功小学校の「子どもセンター」の取り組みに参加するというこ

とである．子どもセンターは有功小学校区内のいわゆる学童保育のような役割を担ってい

 

図-8 無病息災マップの利用方法 
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る．休日に小学校の教室内で自由に子どもが遊ぶことができ，定期的に外部から講師を招い

ての講座やイベントを開催する．そのなかで，高田と藪内が無病息災マップを活用した子ど

も向けのプログラムを展開する．具体的には，子どもたちの遊び場や行動範囲，あるいは子

どもから見た魅力的な場所などを，無病息災マップのオプションシートに書き込んでいく．

そのうえで，災害リスクの高い場所と比べることで，日常の行動範囲のなかにどのような危

険が潜在しているかを子どもたちが自ら見出す契機を創出する． 

 

5.  防災拠点としての伊達神社の概念モデル 

 

前章までに伊達神社において新たな防災コミュニティが形成されていく経緯をみてきた．

その要点を以下の 3 点にまとめることができる． 

ひとつめのポイントは，開かれた神社空間という姿勢の構築である．持続的な神社管理が

徐々に困難になるなかで，宮司である藪内はコミュニティに貢献できる神社のあり方を模

索していた．そのなかで，氏子以外の近隣住民とのコミュニケーションも積極的に図ってい

た．特に，「地域のためになることをしたい」という想いで活動していた有功小学校の育友

会 OB 有志たちに，活動の場として神社を提供していた． 

ふたつめのポイントは，学術研究成果をふまえて神社の立地安全性を確認したうえで，防

災拠点としての神社空間の活用を検討したことである．伊達神社では，高田が発表した論文

をもとに，実際に神社を避難所として活用できるよう備品等を整備していた．また氏子以外

の地域住民や学識経験者とともにふるさと探検ツアーを開催し，実際に有功地区を歩きな

がら，それぞれが抱くインタレストをもとに災害リスクや過去の災害の経緯，あるいは神社

の立地安全性などを確認し，共有していった． 

最後は，住民のインタレストにもとづく多様な情報を共有するためのツール作成プロセ

スを構築したことである．伊達神社では，地域の魅力として発信できるポイン トや様々な

地域課題も洗い出し，防災の問題と接続していった．さらに，情報を掲載するだけでなく，

手に取る人びとにとって魅力的な「絵地図」という形で外在化した．成果物としての無病息

災マップのコンセプトが，人びとが安心・安全と幸福を願う神社という空間の意義とリンク

している．もうひとつ重要なのは，「マップづくり」という目標と成果物を目指して，神職

と氏子総代，その他の地域住民，専門家などがコミュニケーションを促進した点である． 

以上のような伊達神社での社会実験のプロセスを概念モデルとして図-9 のように表現す

ることができる．この伊達神社における実践モデルをふまえて，他の神社においても防災コ

ミュニティ形成に向けた実践活動を展開するためには少なくとも 3 種類の主体の存在が重

要な鍵を握る．すなわち(1)つなぎ役としての神社関係者の存在，(2)防災に関する科学的根

拠とそれを翻訳する専門家の存在，(3)地域課題に対して意識をもちながら実践を志向して

いる地域住民の存在，である． 

まず(1)については，伊達神社では宮司である藪内がこの役割を担ったが，必ずしも神職



である必要はない．たとえば常駐の神職がいない神社であれば，氏子の住民が担うケースも

考えられる．重要なのは，神社空間の管理主体の構成員として一定の権限があることである． 

次に(2)については，一般的な自然災害や防災の知識だけでなく，地域の実情をふまえなが

ら具体的なアドバイスを行える専門家が求められる．伊達神社ではトヨタ財団のプロジェ

クトに参加する大学の研究者がかかわった．実際には研究者だけでなく，各自治体の防災関

連部署と連携することで，その地域の防災上の留意点を知ることができる．そのうえで，神

社の立地の安全性や活用の可能性を考えていく． 

最も重要なのが(3)の地域住民の掘り起こしである．防災というテーマに関心をもってい

るレベルと，実際に行動に移すというレベルには大きな差がある．したがって，実践を展開

するうえでは相応のモチベーションが求められる．重要なのは，防災に限定せずに，地域で

共有されている課題，あるいはすでに地域で実践されている何らかの活動と，神社を核とし

た防災活動の接続点を見出す視点である．そうすることで，あらかじめ住民のモチベーショ

ンを担保したうえで神社空間の新たな実践を展開する可能性が広がる．伊達神社では，防災

プロジェクトが立ち上がる前から，地域の子どもや婦人会の活動の場を提供していた．また，

 

図-9 伊達神社における防災コミュニティ形成のモデル 
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ふるさと探検ツアーでは，住民間交流や高齢者の健康問題が関心事としてあがった．そのよ

うなニーズと防災の問題を，マップづくりという作業のなかで接続していったのである． 

このモデルは伊達神社におけるひとつの社会実験から導き出されたものであるため，他

の事例へ展開するための十分条件を示しているわけではない．しかし，これまでに神社を核

とした防災コミュニティ形成という実践の枠組みは示されてこなかったことから，今後同

様の活動を展開しようとする神社においては参照価値のあるモデルであると考える．重要

なのは，このモデルで示されている要素を参照しながら，各地域の社会的・自然的条件を十

分にふまえ，具体的なプロジェクトの計画とマネジメントを展開することである．  

 

6. 今後の展望 

 

以上のように，伊達神社において新たな防災コミュニティが形成していく経緯をみてき

た．伊達神社における取り組みが実現しようとしているのは，地域防災に貢献しうるツール

を作成するプロセスを通じて，伊達神社を拠点とした新たな地域主体を形成し，地域空間の

構造と履歴に対する多様なまなざしを共有するための社会装置を構築することである．本

稿では，そのひとつの取り組みに関しての実践モデルを提示した．今後必要になるのは，本

稿の冒頭で示したように，多くの神社が抱える維持管理上の問題をふまえつつ，神社が本来

的にもっていたコミュニティにおける多様な存在意義を再評価していくことである． 

古くから日本人は自身の身に降りかかる「わざわい」を回避するために祈り続けてきた．

「わざわい」とは「わざ」が「這う」である．「わざ」とは，「人知を超越した何者かの力」

という意味の言葉である．すなわち「わざわい」はそもそも人びとがコントロールできるも

のではなかったということがこの言葉の語源から理解できる．わざわいを回避するための

祈りの空間は，今も目を凝らせば身の回りの至る所に残っている．先人のわざわいへのイン

タレストに着目し，様々なスケールでの「時間性」のなかで防災減災のあり方を考えていく

ことが，安心安全な暮らしの実現へとつながっていく． 

本プロジェクトは終了後，研究成果を書籍として出版することで，社会的な波及効果をも

たらすことを目指す．現時点で，以下のような構成のもと，研究メンバーが執筆を進めてい

る．今後，出版社と協議するとともに，出版助成などへの応募も視野に入れている． 

 

タイトル(仮)『時間のなかの防災論』 

「時間性」という概念を一貫したキーワードとして，災害や防災について論じる．想定す

る読者としては，地域防災に取り組む自治体職員や市民など．また，大学や高専などの「防

災論」「地域防災」関連の講義の参考図書にもできるように．読者が実践しやすいように，

各章末に要点・ポイントを 1 ページ程度でまとめる． 

1 章あたり 16,000 字から 20,000 字程度とし，トータルで 200,000 字以内 

 



序章 防災論における「時間性」への着目（高田） 
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第 1 章 多様なハザード事象が形成する国土空間（西山） 

第 2 章 古代における災害と祈り（瀬谷） 

第 3 章 神社空間の災害リスクポテンシャル（高田） 

第 4 章 古文書から読み解く災害履歴（砂川） 

第 5 章 災害碑の分布と地域防災におけるその意義（西山） 

第Ⅱ部 時間のなかの災害への対応 

第 6 章 災害時避難行動と道路ネットワークの時間的評価（橋本） 

第 7 章 事前復興計画に向けたスクリーニングの可能性（宇野） 

第 8 章 神社空間を拠点とした防災コミュニティ活動の実践（藪内・高田） 

第 9 章 防災教育における地域伝承の価値（高田） 

終章 時間と災害をめぐる思想の構築（高田） 
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