
１．はじめに

1-1　被災地における寺院立地の不均衡
　2011年の東日本大震災・福島原発事故は、地方ブロック単位でみると、
2000年から2010年の時期において最も人口減少率が高い東北地方を襲った自
然災害・人工災害である。同災害では、東北地方の太平洋側で、地震・津波・
原発事故を起因とする大量の避難者が発生し、過疎化に表象されるように、
21世紀に入り地域経済の衰退が顕著であった地帯の衰退に対して、一層の拍
車をかけた災害であった。
　多くの避難者・移住者が発生する中で、その地域への固着性が強く移転が
困難な立地主体として、寺院・神社などの日本の伝統的な宗教施設がある。
住宅・事業所や居住者・勤務者などは、比較的、域外への移動・移住・移転・
避難が容易であるが、対照的に、伝統仏教や神道などの宗教施設は域外へ立
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地点（１）を移すことは困難である。
　藤本（2020）では、山口県の曹洞宗寺院を対象に、戦後の工業化・都市化・
グローバル化の恩恵を受け地域経済が成長している地域における寺院と、そ
れ以外の地域における寺院の間で、どのような不均衡が生じているのかを明
らかにした。同様の分析により、東北地方の被災３県における、寺院立地の
不均衡を明らかにすることは、被災地における寺院が存立するための現代的
課題を明らかにする上で、重要な課題であると考えられる。

1-2　分析対象と本研究の目的
　本研究では、2020年１月時点で、岩手県・宮城県・福島県に立地する伝統
仏教を対象に全寺院の立地を明らかにし、その中で最大数を占める曹洞宗寺
院を対象に、その級階の分布と近年における変化から、寺院の不均衡立地を
分析する。対象とする時期は、1980年、2000年、2020年であり、同期間の級
階の変化について、市町村単位の統計も踏まえ、地図上に分布を示す。
　対象地域を被災３県とするのは、第１に、2011年３月に発生した東日本大
震災・福島原子力発電所事故という自然災害・人工災害が、寺院の存立にど
のような影響を与えたのか、級階の変化などの指標から読み解くことができ
るからである。第２に、地方ブロックを単位としてみた場合、2000年以降の
人口減少が最も進んだ地域であり、人口減少率が最も高い地域における寺院
の立地や、その存立構造を端的に示す級階変化の特徴を明らかにできるから
である。第３に、曹洞宗寺院が、仏教寺院の立地において占める比率が高い
地域における、同宗派の級階の変化を捉えることができるからである。第４
に、地方中枢都市・県庁所在都市とそれ以外の小規模都市・農山漁村地域と
いう、都市と農村の格差としての、地域不均衡が、戦後は急激に進んだ地域
における、寺院の抱える現代的課題の地域格差を捉えることができるからで
ある。
　用いる資料は、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、2020年12月時点での立地を確認した上でジ
オコーディングをおこない、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」、
2000年は「曹洞宗寺院名鑑平成13年度版」を用いるが、2020年は「曹洞宗寺院
住所録令和２年版」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（３）。各種
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指標を、地図で表示するにあたって、ESRI社のGISソフトであるArcGISと
埼玉大学谷教授作成のGISソフトであるMANDARA10を用いる。

２．東北地方の寺院立地からみる地域構造

2-1　寺院立地の特色
　藤本（2020）では、東北地方においては、曹洞宗の立地特化度が、全国と
の比較の上で高いことを示した。図表１に示すとおり、令和元年（2019年）
の宗教年鑑に公表されている数値では、曹洞宗の寺院数の比率は、全国で
は19.6％であり、教師数では4.8％、信者数では7.7％である。教師数、信者
数の宗派別内訳は、都道府県単位では公表されていないが、寺院数は公開さ
れている。東北６県においては、いずれも、寺院数において、曹洞宗寺院が
19.6％を大幅に上回る（図表１）。

　図表２では、３県における伝統仏教の各構成比が示されている。岩手県は、
総寺院数が635 ヶ寺あるが、そのうち49.8％と、ほぼ半数が曹洞宗寺院によ

図表１　伝統仏教寺院の宗派別構成比（2020）

出所：文化庁編『宗教年鑑　令和２年版』文化庁、2020年を基に作成。
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り占められている。２番目に多い天台宗の8.7％、３番目に多い真言宗の7.7％
と比較しても、非常に大きな割合を占めている。宮城県も同様の傾向で、総
寺院数は948 ヶ寺あるが、48.7％とほぼ半数が曹洞宗寺院により占められて
いる。２番目である真言宗の11.1％、３番目である臨済宗の9.9％と比べても、
大きな割合を占めている。福島県においても、曹洞宗は30.4％を占め、最も
大きな割合を占めているが、２番目に多い真言宗の28.0％と、大きな差はな
い。３番目が浄土宗の10.5％、４番目が天台宗の8.8％であり、曹洞宗の卓越
型立地ではなく、曹洞宗と真言宗の２大宗派が、数の上では大きく併存して
いる（図表２）。

2-2　地帯別寺院立地
　各県の県庁所在都市における公示地価において最高地点を中心として、そ
こから、半径距離別の寺院について、宗派別の立地数を表わす。
　図表３は、岩手県で、中心地点となる最高地価点は、盛岡市であり、その
地点を中心として10kmごとの同心円を描き、その円状の距離別の輪を地帯
として、地帯毎の宗派別寺院立地数を示している。岩手県の場合は、必ずしも、
中心地点に近接するほど、寺院数が増加するという関係は見られない。中心
地点から0-10kmの地帯における寺院数は62 ヶ寺であり、地帯別にみた寺院

図表２　伝統仏教寺院の宗派別構成比（岩手県・宮城県・福島県）（2018）

出所：�図表１と、藤本（2020）、協栄プランニング（2014）『日本寺院総鑑2014年版』を基に加工・
修正して作成。

−�60�−

二
〇
五



数で最大ではない。宗派別では、曹洞宗が25 ヶ寺と最も多く、その他の８ヶ
寺、浄土宗の７ヶ寺と続いている（図表３）。

　曹洞宗寺院は、全地帯で最も多く、なかでも60-70km地帯で、全宗派で
86ヶ寺中、曹洞宗が53ヶ寺を占める。なかでも奥州市（17ヶ寺）、宮古市（７ヶ
寺）、二戸市（７ヶ寺）が数字を上げている。
　寺院数が最も多い地帯は70-80kmであり、全107 ヶ寺中、曹洞宗は45 ヶ寺
と最も多く、この地帯は、宮古市西部（３ヶ寺）、奥州市南部（９ヶ寺）、一
関市北部（11 ヶ寺）を含んでいる。２番目に多いのが、天台宗の28 ヶ寺で
あるが、全て西磐井郡平泉町に立地している。この地帯は、日蓮宗が12 ヶ
寺と３番目に多いが、平泉町における天台宗寺院のような集積がある訳では
なく、久慈市（２ヶ寺）、釜石市（３ヶ寺）、下閉伊郡山田町（３ヶ寺）など
分散している。
　２番目に寺院数が多い地帯は、80-90kmであり、全91 ヶ寺中、曹洞宗は
43 ヶ寺と最も多く、一関市（30 ヶ寺）により占められている。２番目に多
いのが、天台宗の16 ヶ寺であるが、そのうち12 ヶ寺は、西磐井郡平泉町に

図表３　岩手県の地帯別寺院立地（2020）

出所：図表２に同じく。
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立地している。
　図表４で示されるが、宮城県で、中心地点となる最高地価点は、仙台市で
ある。宮城県の場合は、中心地点に近接するほど、寺院数が増加するという
関係がみられる。中心地点から0-10kmの地帯における寺院数は194 ヶ寺で、
地帯別にみた寺院数で最大である。宗派別では、曹洞宗が69ヶ寺と最も多く、
その他の29 ヶ寺、浄土宗22 ヶ寺と続いている。曹洞宗寺院は、全地帯で最
も多く、なかでも30-40km地帯で、全宗派で163 ヶ寺中、曹洞宗が76 ヶ寺を
占める。大崎市（28 ヶ寺）、加美郡（18 ヶ寺）、遠田郡（９ヶ寺）が数字を
上げている。この地帯は、２番目に総寺院数が多く、同地帯で２番目に多い
宗派で30 ヶ寺あるが、白石市に６ヶ寺、大崎市に６ヶ寺、角田市に５ヶ寺と、
特にどの地域に集中している訳ではない（図表４）。

　50-60km地帯までは、総寺院数が100をこえるが、それより外側になると、
60-70kmが70 ヶ寺、70-80kmが10 ヶ寺、80-90kmが６ヶ寺、90-100kmが16 ヶ
寺、100-110kmが１ヶ寺と、中心地から離れるほど、寺院数が少なくなる。

図表４　宮城県の地帯別寺院立地

出所：図表２に同じく。
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　図表５で示されるが、福島県内で最高地価点は郡山市であるが、本稿で中
心地点とする県庁所在地の最高地価点は、福島市であり、その地点を中心と
して10kmごとの同心円を描き、その円状の距離別の輪を地帯として、地帯
毎の宗派別寺院立地数を示している。宮城県とは異なり、中心地点に近接す
るほど、寺院数が増加するという関係は見られない（図表５）。

　福島県では、中心地点から0-10kmの地帯における寺院数は126 ヶ寺であり、
地帯別にみた寺院数で最大ではない。宗派別では、曹洞宗が50 ヶ寺と最も
多く、その他の23 ヶ寺、真言宗の16 ヶ寺と続いている。曹洞宗寺院は、11
地帯中、７地帯で最も多く、50-60km地帯で、全宗派で338 ヶ寺中、曹洞宗
が93 ヶ寺を占める。なかでも喜多方市（33 ヶ寺）、会津若松市（27 ヶ寺）、
須賀川市（11 ヶ寺）、河沼郡（10 ヶ寺）が数字を上げている。ただし、この
地帯で最も寺院数が多いのは、真言宗の101 ヶ寺であり、会津若松市（41 ヶ
寺）、須賀川市（15 ヶ寺）、河沼郡（14 ヶ寺）が数字を上げている。
　60-70kmは、総寺院数で199 ヶ寺と、２番目に多いが、曹洞宗が67 ヶ寺と

出所：図表２に同じく。
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最も多いものの、２番目の真言宗も55 ヶ寺ある。曹洞宗は、大沼郡会津美
里町に20 ヶ寺、河沼郡会津坂下町に14 ヶ寺が集中している。真言宗は、大
沼郡会津美里町に９ヶ寺、河沼郡会津坂下町に８ヶ寺、石川郡石川町に５ヶ
寺が集中している全11地帯中、７地帯で総寺院数が100 ヶ寺をこえるが、20-
30kmと90kmより外側の地帯では、100 ヶ寺を下回る。20-30kmは56 ヶ寺と
なるが、伊達市、伊達郡川俣町や桑折町、二本松市の山岳地帯を多く含み、
寺院数も少なくなる。

３．級階変化と寺院立地

3-1　級階別の寺院数変化
　各県ごとの級階の合計値は、岩手県が、1980年の10,985から2020年の
12,531へ増加したが、同期間で、宮城県は15,366から14,219へ、福島県は
11,890から11,512へ、それぞれ減少している。多くの都道府県において、級
階は減少しているが、各県毎の、級階の分布の詳細を見るために、度数分布
表を、図表６、７、８により参照する。
　図表６で岩手県の級階変化についてみていく。1980年では最も多かった
のは、21以上30未満の77 ヶ寺であり、41以上50未満の70 ヶ寺が２番目に多
くなっている。21以上30未満が最も多いのは、2000年の89 ヶ寺、2020年の
84 ヶ寺と、変わらないが、11以上20未満の寺院が1980年には24 ヶ寺しかな
かったのが、2020年には52 ヶ寺と倍以上、増加している。30未満の寺院の
合計は、1980年が104 ヶ寺であったのが、2000年には133 ヶ寺、2020年には
143 ヶ寺と、級階が小さな寺院は、増加している（図表６）。
　対照的に、級階が大きな寺院数は減少している。51以上の寺院の合計は、
1980年が78 ヶ寺であったのが、2000年には66 ヶ寺、2020年には52 ヶ寺と減
少している。
　図表７で宮城県の級階変化についてみていく。1980年では最も多かった
のは、21以上30未満の144 ヶ寺であり、11以上20未満の117 ヶ寺が２番目に
多くなっている。21以上30未満が最も多いのは、2000年の148 ヶ寺、2020年
の140 ヶ寺と、変わらないが、11以上20未満の寺院は1980年には117 ヶ寺で
あったのが、2020年には93 ヶ寺と減少している。30未満の寺院の合計は、
1980年が270 ヶ寺であったのが、2000年には278 ヶ寺と一旦増加するものの、
2020年には239 ヶ寺と、級階が小さな寺院は、減少している（図表７）。
　対照的に、級階が大きな寺院数は増加している。51以上の寺院の合計は、
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1980年が52 ヶ寺であったのが、2000年には67 ヶ寺、2020年には76 ヶ寺と増
加している。

　図表８で、福島県の級階変化についてみていく。1980年では最も多かった
のは、11以上20未満の195 ヶ寺であり、21以上30未満の121 ヶ寺が２番目に
多くなっている。11以上20未満が最も多いのは、2000年の164 ヶ寺、2020年

図表６　岩手県の曹洞宗寺院級階分布

図表７　宮城県の曹洞宗寺院級階分布

出所：�曹洞宗出版部編『曹洞宗寺院名鑑　昭和55年版』『同　平成13年版』『曹洞宗寺院住所録　
令和元年版』を基に、加工・修正をおこない作成。

出所：図表６に同じく。
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の146 ヶ寺と、変わらないが、10未満の寺院が1980年には34 ヶ寺しかなかっ
たのが、2020年には64 ヶ寺と倍近く、増加している。30未満の寺院の合計は、
1980年が350 ヶ寺であったのが、2000年には327 ヶ寺、2020年には331 ヶ寺と、
減少はしているが、これは11以上20未満の寺院数が1980年に195 ヶ寺であっ
たのが、2020年には146 ヶ寺となったことが大きく反映されている（図表８）。
　級階が大きな寺院数は増加している。51以上の寺院の合計は、1980年が
24ヶ寺であったのが、2000年には51ヶ寺、2020年には39ヶ寺と増加している。
また、21以上50未満の寺院数が、1980年には96 ヶ寺であったのが、2000年
には100 ヶ寺と増加している。

3-2　地域別級階変化
　岩手県について、図表９で示される1980年から2000年の時期については、
増加が見られるのは、市部に該当する地域が多く、北上盆地にある盛岡市、
花巻市、北上市、奥州市（主として旧水沢市・江刺市）、一関市や、沿岸地
域では久慈市で、増加している寺院が確認できる。地帯的には、盛岡都市圏
から一関都市圏にかけての幹線交通網（自動車道、新幹線）の一直線上に、
盛岡市を中心とする中規模都市圏と、花巻市から一関市にかけての小規模都
市圏域が、連担的に位置している地域において、増加している寺院の集中が
みられる（図表９）。
　図表10で示される2000年から2020年の時期について、増加がみられる地域

図表８　福島県の曹洞宗寺院級階分布

出所：�図表６に同じく。
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は、その前の時期と同様であり、盛岡市から一関市にかけての地帯において、
増加している寺院の集中が確認できる。小規模都市が分布する沿岸地域では、
増加している寺院数は減っている（図表10）。
　両時期を通じて共通するのは、北上山地にある中山間地域や、三陸などの
沿岸における農林水産業を主とする地域など、条件不利地域が多くを占める
地帯においては、大半の寺院において、減少していることである。岩手県は
県土面積が広大で、全国的にみても有数の人口稀薄地帯を抱えているが、そ
のような地帯を多く含む、行政区域上では、1980年時点で、郡部に該当する
地域における減少が確認できる。

図表９　級階変化分布（岩手：1980-2000）

図表11　級階変化分布（宮城：1980-2000）

図表10　級階変化分布（岩手：2000-2020）

図表12　級階変化分布（宮城：2000-2020）
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　宮城県について、図表11で示される1980年から2000年の時期は、市部・郡
部の違いや都市圏の規模に関わらず、ほぼ全域において増加が確認できる。
中規模都市圏では全国的に上位に位置していた仙台市を中心とする仙台都市
圏、石巻市を中心とする中規模都市圏や、大崎市（主として旧古川市）・白
石市を中心とする小規模都市圏が、相互に40km以上の距離を持ちながら、
立地していることが、宮城県の県土構造の特徴である。また都市圏の規模と
しては、仙台市と、それ以外の地域との格差が大きいという点で、県庁所在
都市一極集中型であるのも特徴である。これらの都市圏のみならず、三陸の
沿岸部の農漁村、県北部や南部の農山村地域においても、大半の寺院で増加
している（図表11）。
　図表12で示される2000年から2020年の時期は、増加がみられる寺院数その
ものは減少しているが、依然として多くの寺院で増加している。大・中・小
規模都市圏の中心的都市である仙台市、大崎市・石巻市、白石市の中心部や
その周辺においては増加しているものの、そこから離れた条件不利地域にお
いては、大半の寺院において減少がみられる（図表12）。
　行政区域上は、1980年時点で、郡部に該当する地域においても増加してい
る寺院は多く確認できるが、2000年から2020年の時期にかけては、増加する
寺院数は、旧郡部においては、少なくなっている。
　福島県について、図表13で示される1980年から2000年の時期は、市部やそ
の周辺での増加が確認できる。なかでも、福島市・郡山市・いわき市・会津
若松市を、それぞれ中心とした中規模都市圏において、増加している。それ

図表13　級階変化分布（福島：1980-2000） 図表14　級階変化分布（福島：2000-2020）

�図表９－14の出所：図表６に同じく
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らの中規模都市圏が、相互に60-100km以上の距離をもちながら、分散的に
立地していることが、県土構造の特徴である。また４都市圏の規模において
は、卓越した規模の都市がないことも特徴である。これら中規模都市圏の中
でも、いわき市では、全寺院で増加している。減少しているのは、会津地方
の中でも、会津若松市以外の地域では、大半の寺院が減少し、なかでも、全
国的にみても人口稀薄地帯に該当する奥会津地方では、全寺院で減少してい
る。阿武隈山地の中山間地域においても、減少している寺院が多い（図表
13）。
　図表14で示される2000年から2020年の時期は、中規模都市圏において、増
加がみられる寺院数が減少し、なかでも、いわき市は、全ての寺院で減少し、
郡山市においても大半の寺院で減少している。また、依然として増加してい
る寺院でも、大半において増加幅は、小さくなっている。中山間地域を抱え
る地帯でも、白河市を中心とする県南地区は、対照的に、増加がみられ、大
半の寺院において増加がみられる（図表14）。

４．地帯別級階分析

4-1　市郡別平均級階と曹洞宗寺院の占有率
　図表15で岩手県について示している。曹洞宗寺院の占有率は、滝沢市、九
戸郡、八幡平市において100％となっているが、この中で平均級階は、滝沢
市が42.5と最も高い。占有率が最も低いのは、西磐井郡であり、同郡には２ヶ
寺のみであるが、級階は、33.0となっている（図表15）。

図表15　市郡別平均級階と曹洞宗寺院の占有率（岩手：2020）

出所：図表６に同じく 占有率
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　平均級階が最も高いのは、釜石市で、占有率は35.7％であり５ヶ寺ある中
で、１ヶ寺が86となっているのが平均を押し上げている。続いて、盛岡市の
48.4、北上市の48.4となり、曹洞宗の占有率は、それぞれ40.9％、42.4％となっ
ている。これらの傾向としては市部の方が、平均級階が高くなることが確認
できる。これらの地域も含め、平均級階を上回るのは10地域となり、そのう
ち、上閉伊郡、胆沢以外は全て市部である。平均級階が最も低いのは、気仙
郡の22.2であり、和賀郡の28.5、遠野市の23.4と続いている。
　図表16で宮城県について示している。曹洞宗寺院の占有率は、最も高いの
が本吉郡であり84.6％となり、加美郡の81.5％とともに、８割をこえている。
しかし、平均級階は、本吉郡が29.3、加美郡が23.0にとどまる。占有率が最
も低いのは白石市の3.7％、塩竈市の7.1％であり、それぞれ１ヶ寺しかない（図
表16）。

　平均級階が最も高いのは、遠田郡の50.5であるが、占有率は24.4％にとど
まる。続いて仙台市が48.5となるが、占有率は36.6％である。これらの地域
も含め、平均級階を上回るのは10地域となり、そのうち、遠田郡以外は全て
市部である。
　図表17で福島県について示している。曹洞宗寺院の占有率は、最も高いの
が相馬郡であり60.0％となり、田村市の51.1％と続く。平均級階は、相馬郡

図表16　市郡別平均級階と曹洞宗寺院の占有率（宮城：2020）

出所：図表６に同じく
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が21.5、田村市が20.7にとどまる。占有率が最も低いのは双葉郡の11.6％で
あり、級階は18.6である。
　平均級階が最も高いのは、安達郡の43.0であり、福島市の42.7、郡山市の
38.9、本宮市の36.5と続いている。これらの地域も含め、平均級階を上回る
のは14地域となり、そのうち、安達郡、西白河郡、伊達郡、石川郡が郡部で
ある（図表17）。

4-2　地帯と級階分布
　各寺院の半径１km圏の人口を、面積按分をしたものを、各地帯別に集計
したものである（４）。岩手県は、図表18で示される。中心地点は、最高地価
点がある盛岡市とする。0-10kmの地帯で、１ヶ寺あたり人口が、13,643人と
最も多く、20-30km地帯で557人、70-80km地帯で999人と小さくなるものの、
80-90km地帯までは、いずれも1,000人以上となり、90kmより外側では人口
数が少なくなる（図表18）。
　そのなかで、曹洞宗が立地特化度で１をこえるのは、10-20kmと100-
110kmしかなく、後者は総寺院数が３ヶ寺と参考にならないが、前者は総寺
院が38 ヶ寺あるなかで、特化度は1.05であり、１からの乖離は小さい。曹洞
宗は特化度では高くなく、最も低いのは20-30kmであり、0.48である。寺院

図表17　市郡別平均級階と曹洞宗寺院の占有率（福島：2020）

出所：�図表６に同じく
占有率
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数が最も多い60-70kmでも、0.60であり、曹洞宗寺院の絶対数は多いものの、
各寺院が立地するところからの半径１km圏人口において、他宗派と比べ、
高くない。

　宮城県は、図表19で示される。中心地点は、最高地価点がある仙台市とす
る。0-10kmの地帯で、１ヶ寺あたり人口が、22,399人と最も多く、10-20km
で3,730人、20-30kmで2,151人30-40kmで2,366人となり、次第に減るが、気
仙沼市を主に抱える80-90kmで1,331人、90-100kmで、3,294人と再び増加し、
100-110km地帯では374人と最も小さくなる（図表19）。
　曹洞宗が立地特化度で１をこえるのは、80-90kmと90-100kmの２地帯で、
気仙沼市を含む地帯において高くなる。
　寺院数が最も多い0-10kmで、0.89であり、最も低いのは40-50kmで0.44で
ある。
　福島県は、図表20で示される。中心地点は、福島市とする。0-10kmの地帯で、
１ヶ寺あたり人口が、4,839人と最も多く、10-20kmで2,076人、20-30kmで
651人と下がるが、30-40kmで1,542人、40-50kmで2,027人と上がる。郡山市、
会津若松市を含む50-60kmでは3,159人と、２番目に多くなる。60-70km、70-
80kmでは、それぞれ661人、725人と1,000人を下回るものの、白河市、いわ
き市を含む80-90km、90-100kmでは、それぞれ1,826人、1,309人となり、こ
れより外側になると、平均人口は二桁となる。

図表18　地帯別構成（岩手：2020）

出所：�図表６に同じく
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　曹洞宗が立地特化度で１をこえるのは、５地帯あるが、最も高いのは80-
90kmの1.73であり、２番目が90-100kmの1.45、３番目が20-30kmの1.43である。
　最も低いのは寺院数が０の地帯を除くと、110-120kmの0.48であり、続いて、
50-60kmの0.65である。
　寺院数が最も多い60-70kmでも、0.60であり、曹洞宗寺院の絶対数は多い
ものの、各寺院が立地するところからの半径１km圏人口において、他宗派

図表19　地帯別構成（宮城：2020）

図表20　地帯別構成（福島：2020）

出所：�図表６に同じく

出所：図表６に同じく
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と比べ、高くない。これ以外の１を下回る４地帯は、全て0.90から1.00の間
であり１からの乖離は小さい。

５．おわりに

5-1　結論
　東北地方における東日本大震災・福島原発事故の被害が大きかった被災３
県を対象に、全宗派の寺院立地と、その中で曹洞宗に着目し、寺院の存立基
盤を測る一つの基準である級階の変化について、1980年・2000年・2020年と、
20年毎の動向を明らかにした。
　都市システムの観点からは、県土の中央部に位置する県庁所在都市で経済
活動が活発であり、そこから離れるほど経済活動が不活発になるという、日
本の一般的な県土構造が形成されている岩手県・宮城県と、中核都市が複数
存在し、その都市同士の距離も一定間隔で存在する分散型県土構造が形成さ
れ、一般化が困難な福島県とでは、曹洞宗寺院の級階変化や各寺院の圏域人
口にも異なった特徴がみられる。
　準大規模都市（仙台）・中規模都市（盛岡）の立地により人口・産業が集中し、
県内で諸経済フローの最大の結節となっている県庁所在都市やその郊外地域
を中心地域とし、そこから離れた農林水産業や観光業が主産業であるところ
を周辺地域とすると、寺院が立地する圏域人口に格差は反映され、中心地域
から外側に向かうにつれて、１ヶ寺あたりの圏域人口は小さくなる。
　中規模都市（福島・郡山・会津若松・いわき）の分散的立地により、県庁
所在都市が必ずしも中心地域とは位置付けられない福島県の場合は、県庁所
在都市と、そこから半径60km圏内の地帯との比較において、圏域人口の大
幅な格差はみられない。被災３県とも、１ヶ寺あたりが抱える圏域人口から
算出された特化係数からみると、曹洞宗寺院が絶対数においては３県とも最
大でありながら、必ずしも、特化度は高くなく、いわゆる人口を単純に市場
として見た場合、圏域人口が多い地点に、曹洞宗寺院が立地している訳では
ないことも明らかになった。
　級階変化は、県を単位とした場合、人口増減と近似するが、1980年から
2000年の時期では、宮城県は、全県的に多くの寺院で増加し、岩手県・福島
県は、中心地域ならびに中小都市において増加が目立ち、郡部など過疎地域
を多く抱える市町村では、減少が多く確認できた。2011年の震災を挟む2000
年から2020年の時期では、増加している地域は、宮城県で目立つものの、前

−�74�−

一
九
一



の時期よりも減少に転じた寺院が、増加している寺院を上回るようになった。
なかでも、1980年から2000年の時期においては増加がみられた市部に該当す
る中小都市が、2000年以降は減少に転じたパターンが多い。

5-2　今後の研究課題
　本研究では、県や市町村単位の指標に加えて、GISソフトを用いた圏域人
口を算出して寺院立地の分析をおこなったが、今後の研究課題として以下の
点を挙げる。第１に、曹洞宗寺院の圏域人口規模と級階規模の関係、ならびに、
圏域人口の増減と級階変化の関係について、明らかにすることである。級階
規模とその増減は、本稿で時期を限定して明らかにした。1980年、2000年の
国勢調査などから圏域人口のデータを収集し、その増減を、級階の変化と比
較することは、今後の研究課題である。
　第２に、分析対象とする地域の拡大である。本稿で明らかになった被災３
県の事例は、曹洞宗寺院の占有率が高い地域の事例である。また、藤本（2020）
で明らかにした山口県は、対照的に曹洞宗寺院の占有率が低い地域の事例で
ある。これら４県のみならず、対象地域を拡大させることも、課題である。
　第３に、他宗派における各寺院の賦課金についての資料収集とその動向と、
曹洞宗の級階との比較である。本庁の予算規模が大きい浄土真宗や、伝統的
な宗派である浄土宗、日蓮宗、真言宗、天台宗、臨済宗など全国的組織にお
ける各寺院の賦課金についての資料を収集し、曹洞宗のそれと対比させるこ
とも、今後の研究課題である。

　※本研究の一部は、JSPS科研費JP18H03600の助成を受けたものである。
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註
（１�）寺院立地が固定的になる要因としては、経済的要因としては施設規模の大き
さによる初期投資額負担の問題をはじめ、コミュニティとの関係や伝統の継続
など文化・歴史的問題など多岐にわたるが、本稿では、固定的になる要因の分
析はおこなわない。

（２�）ジオコーディングをおこなうにあたり、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ことに加え、名鑑などで記
載されている住所で、緯度経度が特定できない寺院においては、国土地理院地図、
Google�mapなどをも利用した。

（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2020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�）各寺院から半径１kmの圏域人口を算出するにあたり、橋本（2016）を参考に
して、2015年国勢調査の人口を用いた。
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