
１　はじめに

1-1　寺院立地の不均衡と現代的課題
　圭室諦成（1963）によれば、伝統仏教寺院の分布は、応仁の乱が発生した
1467年から幕府がキリスト教禁止の明文化を命じた1663年の寛文令、さらに
そこから２年後である、幕府が寺社にも寛文印知を与えた1665年の間の約
200年間の間で形成された。この時期は、それまで京都をはじめとする中央・
都市を中心に立地していた寺院が、応仁の乱を主たる契機として、戦国時代
に入る中で、農村部をはじめ、全国各地に寺院が立地展開し、江戸時代の徳
川家綱将軍時の領知目録の寺院への交付により、立地した各寺院の新規立地
を抑制し、固着化させるまで200年かかった期間でもある。
　明治以降の、廃仏毀釈による寺院数の減少、北海道など新開地での寺院数
の増加、各宗派における農村部から都市部への寺院の移転・増設（１）など、
小規模な変更はあるものの、現代寺院の地理的分布の大勢は、圭室が指摘し
たとおり、戦国時代から江戸時代にかけて形成されたものであり、2020年と
なった現在まで原則として温存されている。
　寺院の分布は固定的であるのに対し、「地域」とりわけ、「地域経済」は、
明治以降は極めて変動的である。開国を契機とし、都市化・工業化・グロー
バル化など社会情勢の影響を受け、人口の地理的分布をみても、江戸時代の
それと、明治・大正・昭和・平成と令和とでは、格段の差がある。
　寺院は、檀家・信徒・門徒や寄進者によって、その経営が存立し、なかで
も檀家は、地域の人口・所得・産業の影響を強く受けて、会費・布施をはじ
めとした寺院への支出をおこなう。仏教に限らず、世俗から離れた「聖」の
世界として教義を説く役目が宗教であり、人間の俗的なところを離れた儀礼
により運営されるのが宗教の第一義的目的であるが、実際の運営、なかでも
経営は、金銭的収入と支出をともないながら運営・維持される。収入は、檀
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家による布施収入や寄進が多くを占めるが、その内実については、企業のよ
うに利潤最大化の原則により行動様式が規定されている訳ではないので、企
業の有価証券報告書のような詳細は公表されていない。
　過疎化に表象されるように、地域経済が衰退している集落における寺院と、
工業化・都市化に表象されるように地域経済が成長している地域における寺
院とでは、その収入においても、特に明治以降は大きな不均衡があると考え
られる。その点で、地域経済の不均衡と寺院経営の不均衡の関係について、
明治以降の特定の時期を対象として、分析をおこなうことは重要であると考
えられる。

1-2　寺院経営についての既存研究
　仏教に限らず宗教組織の行動原理は、企業と異なり利潤最大化ではないた
めに、収支や活動内容を開示する「有価証券報告書」の類のものは、個別寺
院については、一般的に存在しない。しかし、現実には、世俗的な金銭的収
入が、経営上の寺院の存立の閾値以上でなければ、寺院は存在できない点で、
収入構造を明らかにすることは重要である。寺院の収入構造やその実態につ
いて仏教系の主要宗派は、「宗勢調査」という定期的な調査で、個別寺院へ
のアンケートをおこない、各宗派の寺院運営の課題点を明らかにしている。
　その中で、檀信徒数が日本で最も多い曹洞宗は、2015年（平成27年）に佐
藤憲昭駒澤大学教授を委員長とし、４名の委員・１名の実務主任と幹事・16
名の実務委員により構成される曹洞宗宗勢総合調査委員会を組織し、「曹洞
宗宗勢総合調査報告書」を刊行した。同報告書では、序において、「現状の
ままでは宗門寺院の存続ができない状況にあり、宗門が歴史的岐路に立たさ
れている」ことが指摘され、その背景として、「地域社会における過疎化、
少子高齢化の進展、伝統的な地縁・血縁的共同体の崩壊の顕在化」を挙げて
いる。同報告書の執筆者によりその解釈を行なった書籍も発刊されたが、相
澤秀生・川又俊則（2019）では、地方ブロック単位で見た場合の過疎化の現
状と寺院経営の困難性が示されている。寺院の経営を対象とした研究は、池
本裕行（2019）による「人口減少社会における地方寺院経営の現状−高野山
真言宗和歌山宗務支所を事例として−」があり、和歌山県の真言宗寺院を対
象としている。このように各宗派の調査報告書をもとにした研究は存在する。
しかし、檀信徒数・門徒数をはじめとした様々な係数により決定される寺院
の「級階」を、地域経済との関係を論じたものは数少ない。
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1-3　分析対象と本研究の目的
　本研究では、2019年12月時点で、山口県に立地する曹洞宗寺院267 ヶ寺を
対象に、級階の分布や近年における変化を、地域経済に関する同県の指標を
用いながら考察する。対象とする時期は、1980年と2019年であり、この期間
の級階の変化について、市町村単位の統計も踏まえ、分布を示す。曹洞宗だ
けで全国の寺院数が14,000 ヶ寺以上となり、全宗派を合わせると70,000 ヶ寺
以上になり、全国の寺院立地を明らかにするのは統計資料収集やその処理の
ために制約がある。
　対象地域を山口県とするのは、第１に、工業化・都市化が進行した地域が
多い瀬戸内海側（山陽側）と、農山漁村が多く小規模都市しかない日本海側（山
陰側）という、地帯としてみた場合の、地域不均衡が、明治以降から急激に
進んだ地域であり、寺院の抱える現代的課題の地域格差を捉えやすい地域だ
からである。
　第２に、同県における寺院数では浄土真宗本願寺派が最も多く、曹洞宗は
その次である。県全体の仏教活動において必ずしも曹洞宗が中心ではない地
域での状況を捉えることができるからである。
　第３に、筆者が、曹洞宗寺院の僧籍を持つために、級階が記載された曹洞
宗報の入手が可能で、学術目的のために同資料を使用することができるから
である。
　用いる資料であるが、寺院が立地する住所に関して、協栄データプランニ
ング社による「寺院名鑑2014」を用い、ジオコーディングをおこなうことで、
緯度・経度情報を特定する（２）。級階に関しては、曹洞宗宗務庁による発刊
として、1980年は「曹洞宗寺院名鑑昭和55年版」を用いるが、2019年は、曹
洞宗寺院名鑑に加えて、「曹洞宗報令和元年12月号」も併せて参照する。級
階が、同年では曹洞宗寺院名鑑に掲載されていないためである。各種指標（３）

の、地図への投影においては、ESRI社のGISソフトであるArc-GIS、埼玉大
学谷教授作成のGISソフトであるMANDARA10を、それぞれ必要に応じて
用いる。
　曹洞宗の空間管理は、全国−地方ブロック−都道府県−宗務所−教区の組
織上のヒエラルヒーとなり、各寺院は、ヒエラルヒー上では末端となる教区
に所属する。このヒエラルヒーは、本寺―末寺関係とはまた別個のものであ
る。宗務所は、各都道府県の寺院数が少ない場合は都道府県と同一である場
合が多く、対照的に寺院数が多い場合や地理的範囲が広域の場合は都道府県
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を分割する場合がある。組織上は、下位の寺院は、教区単位で捉えられてい
るが、これは区市町村の地理的範囲に一致する場合、おさまる場合、区市町
村をまたぐ場合のパターンがある。曹洞宗の空間管理を反映し、末端部分の
空間単位は教区となっている。本研究で分析する際の空間単位は、寺院が立
地している地点を地図上に表す場合と、県や市町村などの行政区分を単位と
してあらわす場合とがある。後者の場合は、県民所得、市町村民所得、人口
などの社会指標と比較するためである。

２　寺院立地の地域構造

2-1　対人口比率からみた寺院立地特化係数
　藤本（2009）では、全仏教の寺院と曹洞宗寺院の立地の空間的に不一致を、
都道府県を単位として、定量的に明らかにした。寺院の立地の地域構造は、
宗派別に立地の内訳をみた場合でも不均衡であるが、単一宗派として最も寺
院数が多い曹洞宗寺院も、全国的には不均衡に立地し、東北など東日本に偏っ
て立地している。その要因は、鎌倉時代から戦国時代にかけて宗門寺院が、
主に東日本に普及していった歴史的要因による（中嶋仁道、1986）。同様に、
歴史的要因により単一宗派としては、２番目に寺院数が多い浄土真宗本願寺
派は、西日本に偏重して立地している。
　寺院数からみると曹洞宗、浄土真宗本願寺派が多いため、この２宗派の寺
院の立地特化係数をみていく。立地特化係数は、当該都道府県の当該宗派寺
院数の対全国比率を、基礎とする指標の当該の都道府県の対全国比率で除す
ことで求められる。山形県が最も高く、東北地方や甲信越地方の諸県の数値
が高くなっていることをはじめ、東日本偏重の立地である。逆に、特化度が
最も低い沖縄（0.01）は寺院立地そのものが少ないという個別特殊な要因が
あるものの、地図上に白色であらわされる都道府県は、全て係数が１未満で
あり、人口規模ほどの曹洞宗寺院が立地していない地域であり、西日本でも
中四国・九州地方の16県中、１をこえるのは６県のみである（図１）。
　対照的に、浄土真宗本願寺派は、島根県が最も高く、北陸・関西・中国・
四国・九州など西日本に偏重して立地する。例外として１を下回るのは、天台・
真言系の数値が高くなる５県（鳥取・岡山・徳島・愛媛・宮崎）があるもの
の、概して、西日本に偏重している。新潟・富山・岐阜・三重よりも東側に
は、１をこえる都道県はなく、埼玉（0.33）が最も低いことをはじめとして、
東日本では浄土真宗本願寺派の立地は少ない（図２）。
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図１　�対人口比からみた曹洞宗寺院立
地の特化係数（2019）

出所）�協栄プランニング「日本寺院総鑑2014」、
総務省住民基本台帳調査をもとに作成

図２　�対人口比からみた浄土真宗本願寺
派寺院立地の特化係数（2019）

　　　出所）図１に同じく。

2-2　対寺院総数比率からみた寺院立地特化係数
　寺院の立地特化係数を、人口ではなく、当該都道府県の当該宗派寺院数の
対全国比率を、基礎とする指標の当該の都道府県の対全国比率で除すことで
求めた場合の特化係数を示すことができる。基本的な傾向は、人口の対全国
比率でみた場合と類似するが、全宗派の寺院数そのものが少ない都道府県に
おいては、その中で曹洞宗、浄土真宗の絶対数が少なくとも、それぞれの比
率が高い場合には、特化係数として高くなる場合もある。
　図３は、曹洞宗寺院立地の特化係数である。同じく、東日本偏重の立地で
ある。秋田県が最も高く、岩手県、山形県、宮城県、静岡県と続いている。
係数ではなく、寺院数で見ても、秋田県が347 ヶ寺、岩手県が316 ヶ寺、山
形県が737 ヶ寺、宮城県が462 ヶ寺、静岡県が1,156 ヶ寺と極めて多い（図３）。
　図４は、浄土真宗の立地特化係数である。広島県が最も高く、山口県、熊
本県、鹿児島県、富山県と続いている。鹿児島県における浄土真宗本願寺派
の寺院総数は170 ヶ寺と多くないものの、全寺院数が469 ヶ寺に過ぎず、そ
の中で浄土真宗本願寺派寺院の比率が高くなるために、その係数が高くなる。
広島県は797 ヶ寺、山口県は651 ヶ寺と、熊本県は477 ヶ寺、富山県は620 ヶ
寺と、寺院数も多く、さらに係数も高くなっている。
　対照的に、係数が最も低いのは、静岡県（19 ヶ寺）であり、群馬県（10 ヶ
寺）、埼玉県（19 ヶ寺）、青森県（５ヶ寺）、千葉県（33 ヶ寺）と続くが、同
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宗派の寺院数そのものも少ない。各県内では、埼玉県と千葉県では真言宗が、
それ以外の３県は、曹洞宗が最も多くなっている（図４）。

３　山口県の地域構造と寺院立地

3-1　寺院立地の地域構造
　山口県の曹洞宗寺院の立地を、級階や地域指標との関係でみていくが、前
章で概観したように、山口県は、浄土真宗本願寺派の立地が極めて多く、特
化係数は対人口比率で5.27、対寺院総数比率で3.29であり、全寺院総数1,491 ヶ
寺のうち、651 ヶ寺と、全体の43.7％を占めている。曹洞宗寺院は、係数は、
それぞれ1.55、0.96であり、267 ヶ寺と全体の18.0％であり２割に満たない。
この傾向は、図５で示されるとおり、山口県やその隣接県である広島県、大
谷派の数値を含めて浄土真宗の割合を捉えた場合の福岡県、また、近接する
大分県、熊本県などと類似する傾向である（図５）。
　図６は、伝統仏教の山口県における分布を示している。一般的に、人口集
中地区に比例して、寺院数も増えるために、都市部に寺院が集中して立地す
る。山口県の場合は、瀬戸内海側に10-30万規模の都市圏が分散的に存在し、
そこに多くの寺院が立地している。同図では、都市圏ごとの拡大図を用いて
分布を示していないために、各都市圏の内部における寺院立地を捉えること
はできないが、県土全体でどのように寺院の宗派が立地しているかを概観す

図３　�対総寺院数比からみた曹洞宗寺
院立地の立地特化係数

　　　�出所：共に図１等と同じく

図４　�対寺院総数比からみた浄土真宗
寺院立地の特化係数

　　　�出所：共に図１等と同じく
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ることができる。図中で○により示されるのは浄土真宗本願寺派寺院である
が、県土全体にまんべんなく立地している。曹洞宗寺院は、□で示されるが、
旧長門国の中山間地域では浄土真宗寺院が多いが、旧周防国では周南市・防
府市・旧徳地町に該当する地域の中山間地域では曹洞宗寺院が多い（図６）。

図５　都道府県別宗派割合（2015）
　　　出所：共に図１等と同じく

　　宗派名
＋日蓮宗
□曹洞宗
◆東寺真言宗
☆浄土宗
☆浄土宗西山禅林寺派
〇浄土真宗本願寺派
◆真言宗善通寺派
◆真言宗大覚寺派
◆真言宗御室派
◆真言宗石派
◆真言宗醍醐派
□・臨済宗南禅寺派
□・臨済宗天竜寺派
□・臨済宗妙心寺派
□・臨済宗建仁寺派
□・臨済宗東福寺派
◆高野山真言宗
□・黄檗宗

図６　山口県における主要宗派寺院の立地（2015）
　　　出所：共に図１等と同じく
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3-2　寺院を取り巻く地域経済の指標
　寺院を取り巻く地域経済の基礎的な指標として、市町村別の県内総生産、
市町村民所得の数値をみていく。総生産に関しては属地、所得については属
人の数値をとるのは、山口県は、下関地区と北部九州とのつながり、岩国地
区と広島県西部とのつながりが強く、県域をこえた経済活動は一定規模でみ
られるものの、この規模は、東京、大阪、名古屋を中心とする３大都市圏を
除く、全国の諸地域の中では高いが、３大都市圏に属する諸府県ほどの高さ
ではない。その点で、県内、県民の数値を、同時に使って地域経済の現状を
説明するに大きな問題はないと考えられる。
　図７では、2016年における山口県の市町村別の就業者１名あたり県内総
生産をみるが、和木町が7755.0万円と、県平均の904.2万円よりも極度に高い
数値となるが、これ以外では、光市が1466.0万円で1.62倍、山陽小野田市が
1248.9万円で1.38倍、周南市が1223.0万円で1.35倍と、石油化学などの素材型
や自動車（輸送用機器）などの加工組立型の製造業の主力工場が立地してい
る地域の数値が高くなる。対照的に、第２次産業の主力工場の立地が少ない
島嶼部である周防大島町は、508.9万円で0.56倍、山陰側である阿武町は535.4
万円で0.59倍、同じく山陰側の長門市は620.9万円で0.68倍と県平均を下回る
（図７）。
　図８では、2016年における山口県の市町村別の就業者１名あたり市町村民
所得をみるが、分配値であり、総生産でみた場合ほどの地域不均衡はみられ
ないが、それでも、傾向としては、製造業の主力工場が立地し、かつ一定の
都市型サービス業など第３次産業が集積している地域の数値が高くなる。周
南市が最も高く405.3万円で、県平均の304.9万円の1.32倍であり、防府市が
343.4万円で1.12倍、下松市が340.6万円で1.11倍と続く。対照的に、最も低い
のは総生産と同じで島嶼部である周防大島町は、164.9万円であり県平均を
大幅に下回る。同じく、島嶼部を多く抱える上関町は182.4万円、阿武町は
190.1万円と町村部は低くなる。なお、山陰側は、市部でも数値が低く、萩
市が219.7万円、長門市が254.0万円と県平均を大幅に下回る（図８）。
　なお、1980年度においては、市町村別の総生産、県民所得のデータが公
表されていないが、県平均でみた場合、人口一人当たり県民所得水準は、
148.3万円（全国平均は170.9万円で、全国第28位）、人口一人当たり県内総生
産は、198.8万円（全国平均は210.5万円、全国第16位）、このような経済活動
と、寺院の級階変化の関係を、市町村単位で捉えるには、昭和55年時の市町
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村別のデータについて不足しているために、困難である。
　山口県の地域経済を捉える際に留意する点として、総生産、市町村民所得
の、就業者や人口一人あたりの数値をみた場合に、県庁所在都市である山口
市の数値が必ずしも高くない点を挙げることができる。３大都市圏を除く一
般的な道県は、道県庁所在都市で、第２次、第３次の経済活動が活発であり、
そこから離れるほど不活発となり、結果として、所得、総生産などの数値も
低くなるが、山口県の場合、山口市の就業者一人あたり総生産は800.9万円
で県平均の0.88倍に過ぎず、人口一人当たり県民所得は312.4万円で県平均の
1.02倍と、ほぼ平均に過ぎなくなる。その点で、山口県の県土構造を地域経
済の観点から捉える際には、一般的な都道府県庁所在都市を頂点として、そ
こから離れた中小規模都市や農山漁村になるに従い数値が低くなる事例に該
当しないという点は、次章からの級階からみた寺院の地域不均衡を捉える際
に念頭に置く必要がある。

４　級階と寺院の存立構造

4-1　個別寺院の級階の分布
　曹洞宗は、全国的かつグローバルな組織であり、その運営も全国を統括す
る管理のための事業所により運営される。運営において、毎年度の一般会
計の歳入で、最も多いのが、いわゆる寺院の「のれん料」である「賦課金」

図７　就業者一人あたり県内生産額（2016）

出所）�山口県統計分析課「平成29年山口県統
計年鑑」をもとに作成。

図８　人口一人当たり県民分配所得（2016）

　　　出所）図８に同じく。

（千円）

（千円）
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であり、2016（平成28）年度の決算額で42.0憶円と、歳入総額49.2億円の約
85.4％を占めている（４）。「義財金」が5.5億円、「雑収入」が1.34億円、「手数
料」が0.7億円と、それぞれ比べると、曹洞宗の全国・グローバル組織とし
ての運営上で、極めて大きな役割を占めている。収入にもっとも寄与してい
る「賦課金」は、「級階」が最大である。この級階は、山口県を例にとると、
2019年12月で、度数分布により階級別一覧をみると、「20 ～ 30」の寺院が多
く全体に占める割合は29.6％、次に「30 ～ 40」が多く24.0％となっている（５）。
　曹洞宗宗門全体の運営費は、「級階賦課金」が最も大きいが、税金に近い「賦
課金」が、寺院の収入・所得を、必ずしも正確に反映しているとは限らない。
檀家数、箱ものとしての寺院規模（資産など）を捉えてはいるものの、各寺
院からの申告による部分が大きいという課題点がある（６）。様々な係数によ
り算出され、係数そのものは、厳密かつ客観的な数値であり、寺院の経営実
態に見合った賦課金を課そうとするものであり、「累進課税」的なものである。
しかし、級階以外に寺院の収入額に近似したデータがない。よって本章では、
山口県の曹洞宗寺院を対象に1980年・2019年の間の、その変化をみていく。
　図９は、個別の曹洞宗寺院の級階の地理的分布を示している。傾向として
は、瀬戸内海側に多くの寺院が存在し、なおかつ、級階が高い寺院も同様に
瀬戸内側に存在している。大雑把に概観すると地域の経済規模に応じて寺院
立地し、級階も経済活動が活発な地域ほど高くなる傾向は指摘できる（図９）。
　図10は、1980年から2019までの間の、個別寺院の級階の変化をあらわした
ものである。総数では、山口県全寺院の級階の総計数は、1980年の7,370から、
1,005が減少し、2019年には6,365となった。これは、−13.7％の減少率であり、
同時期の山口県の人口減少率が−13.8％（1980年の158.7万人から136.8万人
に、21.8万人が減少）であった数値に近似する。
　総数で減少した級階であるが、個別寺院として増加した寺院の多くは、瀬
戸内海側で山陽にあたる地域に存在している。日本海側の山陰地区では、例
外的に、萩市江崎地区で１ヶ寺が増加しているが、もともと級階が０であっ
たのが２となったものであり、増加幅が大きな寺院があるわけではない。
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図９　曹洞宗寺院の一寺院あたり級階（2019）
出所）曹洞宗宗務庁『曹洞宗寺院住所録　平成30年度版』『曹洞宗報』をもとに作成。

　267 ヶ寺中、164 ヶ寺で級階変化がなったが、42 ヶ寺で減少し、60 ヶ寺で
増加した。増加した寺院数が多いものの、増加数は０以上10未満が56 ヶ寺、
10以上が20未満が３ヶ寺、30以上が１ヶ寺である。減少した寺院は、減少数
が−１以下−10未満が37 ヶ寺、−20以下30未満が３ヶ寺、−30以上が２ヶ
寺である（図10：次ページ）。

4-2　市町村別の動向
　個別寺院の級階変化に加えて、市町村単位でその変化を見ていく。図11で
は、各市町村における級階変化の総数を示している。図12ではその増減率
を示している。増加したのは４市町のみであり、山陽小野田市（＋22.6％）、
平生町（＋10.0％）、光市（＋5.2％）、宇部市（＋0.9％）であるが、増加数
も山陽小野田市でも36と増加幅は、大きくない。いずれの市町村も山陽側で
あり、県平均の人口減少率よりは、減少幅が小さい自治体である。

階級
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　14市町で減少したが、減少率が最も高いのは長門市（−30.6％）であ
り、阿武町（−29.6％）、萩市（−27.4％）、和木町（−24.0％）、美祢市（−
23.8％）と、和木町を除き、山陰側や中山間地域の市町において減少率が大
きくなる。長門市が−34.0％、阿武町が−49.2％、萩市が−37.7％、美祢市
が−33.3％と、県平均の人口減少率を大幅に上回っている。
　図13では、人口増減率を縦軸に、級階増減率を横軸に、2019年における各
市町村の級階総数を円の大きさであらわしたものである。級階総数の減少数
そのものの変化は、もともとの級階総数が多い市町村である場合にみられ、
100を超えるケースには、山口市（−275、−15.3％）、周南市（−268、−
15.1％）、下関市（−130、−16.6％）が該当するが、萩市も総数では−148と
大きい減少幅となっている。なお、山口市は同時期に人口は12.7％増加して
いるにもかかわらず、級階総数では減少がみられるのは、旧山口市よりも、
中山間地域を多く含む旧阿東町など旧郡部における寺院での減少が主要因で
ある。

図10　曹洞宗寺院の一寺院あたり級階変化（1980-2019）
　　　�出所）図９に同じく。

増加
減少
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図13　市町村別人口・級階増減率の散布図と級階総数（1980−2019）
出所）図11～ 13、共に図７・図９に同じく

図11　市町村別級階変化
　　　（1980-2019）

図12　市町村別級階変化率
　　　（1980-2019）

人
口
増
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率
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５　おわりに

5-1　結論
　都市システムの観点からは、経済活動から形成される県土構造が分散型で
あり、一般化が困難な山口県であるが、工業化・中規模都市の分散型立地が
進展した瀬戸内海側（山陽側）と、農林水産業や観光業が主産業である日本
海側（山陰側）という、地帯間の地域不均衡が、明治から戦後の高度経済成
長期にかけて、急激に拡大した地域の一事例として、山口県の曹洞宗寺院を
対象に、その級階の変化を、地域経済の指標変化と照らし合わせて考察する
ことで、現代寺院の抱える課題点について指摘した。級階の増減は、県を単
位とした場合、人口増減と最も近似する。また、過疎地域を多く抱える山陰
側の市町で、減少が多く確認でき、山陽・山陰という地帯間のコントラスト
としての地域格差を、寺院立地の存立基盤を、寺院経営上は最も的確にあら
わす指標である級階の増減でも示すことができた。

5-2　今後の研究課題
　本研究では、他変数との関連で市町村単位の経済指標を用いたが、今後の
研究課題として以下の点を挙げることができる。第１に、地域の空間単位を、
寺院を中心点として国勢調査のメッシュ地域区分などで確定させ、その圏内
の地域経済指標との関係で、寺院の収入について分析することである。GIS
ソフトの充実により、よりきめ細やかなメッシュを地図上で用いることで、
より精緻な寺院立地の実態を捉えることができる。第２に、山口県のみなら
ず、分析対象とする曹洞宗寺院の地理的範囲を拡大させることである。山口
県の曹洞宗寺院は、同地域内で最大の宗派ではない。また、都道府県庁所在
都市に経済活動が集中するとい県土構造でもない。その点で、山口県の事例
を一般化するには慎重を要する。全国を対象として、地域内で曹洞宗の占め
る割合が高い地域、中程度の地域、低い地域などに類型してから分析をおこ
なうことで、地域経済と級階の関係について、一般的傾向・特殊的傾向を明
らかにすることができる。第３に、他宗派の動向との比較である。なかでも、
浄土真宗、浄土宗、日蓮宗、真言宗、天台宗など全国的組織における各寺院
の賦課金を、曹洞宗のそれと対比させることで、日本における仏教寺院の存
立構造の全容の解明に近づくと考えられる。
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註
（１�）曹洞宗であれば、1911年における総持寺大本山の、石川県門前町から神奈川
県横浜市への移転が、事例である。

（２�）ジオコーディングは、東京大学空間情報科学研究センターによるCSVアドレ
スマッチングサービスを利用するが、それでも緯度・経度が特定できない場合は、
国土地理院地図、Google�mapなどを利用する。

（３�）企業などの事業所立地の場合は、その立地の変化（新設・閉鎖・移転など）
をあらわす必要があるが、寺院の場合は、1980年から2019年の期間で、大幅な
増減はないことから、立地変化の考察はおこなわない。

（４）曹洞宗宗務庁が発行する「曹洞宗報」を参考にしている。
（５�）寺院の収入額をみると。2015年の曹洞宗宗勢調査報告書によれば、寺院の収
入額で最も多いのは100万１円以上300万円以下が全体の17.9％、次に多いのが
300万１円以上500万円以下の13.2％であり、級階の「20 ～ 30」「30 ～ 40」に該
当する度数に近似すると考えられる。

（６�）「曹洞宗寺族規則」には「第37条」で「負担点数」が定められている。檀徒に
よる点数で、「基本点数に所得格差値を乗じたもの」とあるが、檀徒一戸に対し、
その所在地の「都市人口規模」「人口密度」「所有不動産」「財産や積立金」「特
別収納金」「気候など自然条件」など各種指標に応じて係数を算出し、乗じたも
のである。
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