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外見コンモリ・中はポッカリ ／ 正面スッキリ・裏はワイルド

    2013年 3月　　　　by モノサシなごや （http://blog.goo.ne.jp/monosashi758）

モノサシ調査の足跡マップ
【コラム】　名古屋の保存樹
【コラム】　名古屋の特別緑地保全地区

Ⅰ　広～い境内　（10ha以上）

Ⅱ　広い境内   　（ １ha以上）

Ⅲ　やや広い境内　（0.5ha以上）

Ⅳ　中規模の境内　（0.3～0.5ha）

Ⅴ　小規模な境内   （0.2ha以下）

Ⅵ　下　草
Ⅶ　林　縁（外周）
Ⅷ　水　辺
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

「社寺林編」の写真 ＤＫ（川島　大次）

ＫＫ（加藤　恵一）

ＫＭ（増田　剛野）

ＭＡ（浅井　正明）

ＭＫ（加藤　正嗣）

ＭＳ（杉山　美帆）

ＮＫ（川口　暢子）

　　　　　　　　 ＹＨ（長谷川泰洋）

ＹＫ（河崎　泰了）

ＹＹ（山田　佑子）

ご意見をお寄せください！

モノサシなごや
（都市の自然のモノサシ研究会）

　身近な自然と、どうつきあうか？
　緑のタイプによって、答えは違うはず。
　　　（雑木林／社寺林／公園／河原／…）
　立場によっても、意見が違うはず。
　　　（野鳥目線／昆虫目線／樹木目線／緑地利用者
　　　　目線／周辺住民目線／維持管理目線／…）
　そこで、
　都市の緑を一括りにせず、
　タイプに分けて議論の糸口を見つけたい！と
　考えました。

　2012年度は、約160ヵ所を調査。
　撮影した写真の中から約800枚を選び、
　景観的な特徴を基準に「生え方」をタイプ分け。
　この図鑑が、そのまとめです。
　　　（総括編／丘陵編／社寺林編／公園編／河原編）

Email ：
 monosashi758@gmail.com

ブログ ：

http://blog.goo.ne.jp/monosashi758
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

● 照葉樹（常緑広葉樹）

○ 落葉広葉樹
▲ 針葉樹

 +  帰化種（移入種）

名古屋の保存樹は、社寺林を中心に865本。
幹周が数ｍに及ぶ巨木もあるが、２ｍ前後のものが多い（樹齢100年に達しない＝20世紀生まれが大半？）。

江戸時代末期には、社寺林の多くが▲マツ、これに次ぐのが▲スギ・ヒノキ類だった（尾張名所図絵）。
今日では、●クスノキ、○ムクノキ、○+イチョウが三羽烏。

低地・台地：　●クスノキが4割強（本来、当地での自生は少ないはずだが、昭和初年の流行で「入り婿」か？）

　　　　　　　第2勢力は、○ムクノキなどのニレ科（平地林の代表種）で、2～3割を占める。
　　　　　　　○+イチョウは1割強（中国からの移入種だが、延焼防止効果があるため社寺ではよく見かける）。

　　　　　　　●クロガネモチ（平地林では○ムクノキの伴侶的存在）は、中村・中川・瑞穂区に多い。
　　　　　　　●タブ（海岸近くに多い照葉樹）、▲クロマツ（江戸期の社寺林の主役）は、中川区によく残る。

丘　陵　地：　●クスノキが3割で最多だが、低地・台地よりは比率が低い。
　　　　　　　第2勢力は、○アベマキ（当地区の里山＝丘陵地二次林の主役）で、2割を占める。
　　　　　　　これに次ぐのが▲クロマツで、名東・緑区に多く残る。
　　　　　　　　　　（かつての里山＝丘陵地二次林の主役だった▲アカマツは、保存樹にはみられない）

【コラム】　名古屋の保存樹 2012年3月末現在
名古屋市緑政土木局資料をもとに作成
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名 古 屋 市 全 体  
865本 355 53 10 9 14 9 40 5 108 90 100 10 43 19 
100% 41% 6%  1%  1%  2%  1%  5% 0.6% 13% 10% 12%  1%  5%  2% 

 低   地 
（北･西･中村･中川･港区） 

308本 131 23 9 1 5 2 ― 1 30 31 39 4 21 11 
100% 43%  8%  3% 0.3%  2%  1%  0.3% 10% 10% 13%  1%  7%  4% 

 台   地 
（東･中･熱田･昭和･瑞穂･南区） 

386本 175 19 1 5 4 2 8 2 65 45 53 3 4 ― 
100% 45%  5% 0.3%  1%  1% 0.5%  2% 0.5% 17% 12% 14%  1%  1%  

 丘 陵 地 
（千種･守山･名東･天白･緑区） 

171本 49 11 ― 3 5 5 32 2 13 14 8 4 18 8 
100% 29%  6%   1%  3%  3% 19%  1%  8%  8%  5%  2% 11%  5% 
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

＜特別緑地保全地区とは…＞
　　　　　http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/cmsfiles/contents/0000016/16086/aramasi2.pdf

　・ 都市緑地法に定められた制度。
　・ 自然環境の優れている樹林地や草地・水辺地などを指定し、現状凍結的に保全。
　　　　　建築物の新増築、宅地造成、木竹伐採、水面埋め立てなどが制限される。
　・ 名古屋市内では、72か所、190haが指定されている。
　　　　　神社･寺院等と一体で地域の伝統的･文化的意義 ／ 動植物の生息地･生育地として保全。

＜主な社寺林＞
　・ 社寺林の中で特別緑地保全地区に指定されているのは、上記の表のとおり。
　・ 熱田神宮（19ha、名古屋城の本丸･二の丸とほぼ同面積）が最も広く、興正寺（12ha）がこれに次ぐ。
　・ 2ha以上の大半が、丘陵地の社寺林。
　　　　　　（これらは、丘陵地の一般の樹林との共通性が多いため、 vol.2「丘陵編」で扱った）
　・ 平地の社寺林のうち１ha以上あるのは、富部神社･長楽寺、高座神社、川原神社の3か所。
      　　　  （特別緑地保全地区ではないが、津賀田神社も約１ha）

【コラム】名古屋の特別緑地保全地区 （社寺林関連）
名古屋市ホームページ

をもとに作成

名称 面積 備考 名称 面積 備考 名称 面積 備考 

● 熱田神宮 19.1ha 熱田区 ● 高蔵 1.7ha 熱田区、高座結御子神社 ○ 七所社 0.6ha 南区 

■ 興正寺 12.5 昭和区 ● 断夫山 1.5 熱田区、断夫山古墳 ● 七所社 0.5 中村区 

□ 熊野 10.0 緑区、熊野社ほか □ 諏訪社 1.5 緑区 ○ 島田神社 0.6 天白区 

■ 火上山 7.6 緑区、氷上姉子神社・元宮社 □ 貴船社 1.3 名東区 ○ 伊奴 0.5 西区、伊奴神社 

■ 鷲津 6.1 緑区、長寿寺・明忠院ほか ○ 護国神社 1.3 中区 ○ 白鳥 0.5 熱田区、白鳥御陵 

■ 大森 3.0 守山区、大森寺・八釼神社 ● 川原 1.1 昭和区、川原神社 ○ 築地神社 0.5 港区 

● 呼続 2.6 南区、富部神社・長楽寺ほか □ 諏訪山諏訪社 1.0 緑区 ○ 熊野三社 0.5 南区 

■ 針名神社 2.6 天白区 ○ 八幡山 0.9 昭和区、八幡山古墳 ○ 守山白山神社 0.5 守山区 

■ 成海神社 2.4 緑区 ● 白亳寺 0.8 南区 ○ 猪子石神明社 0.5 名東区 

■ 竜泉寺 2.2 守山区 ○ 片山 0.8 東区、片山神社 ● 長良八釼 0.4 中川区 

■ 城山八幡 2.2 千種区 ○ 丸山神明社 0.7 千種区 ● 桜神明社 0.4 南区 

■ 御幸山 2.2 天白区、塩竃神社・八事神社 △ 松蔭庵 0.6 守山区 ● 田光八幡 0.3 瑞穂区 

■ 米塚 2.0 緑区、有松天満社 ● 闇之森八幡 0.6 中区 ● 御剣八釼 0.3 瑞穂区 

■ 桶狭間 2.0 緑区、桶狭間神明社 □ 無明洞 0.6 瑞穂区 ● 本願寺八幡社 0.3 瑞穂区 

■ 秋葉山 1.9 天白区、慈願寺 △ 宝珠院 0.6 中川区 ● 山神社 0.3 瑞穂区 

△ 木ヶ崎長母寺 1.7 東区、長母寺 ○ 桜田八幡 0.6 南区 ● 東栄八幡社 0.2 瑞穂区 

 ■丘陵地の社寺（丘陵編に写真掲載）  □ 同（掲載なし）  ●平地の神社･寺院（社寺林編に写真掲載）  ○ 同･神社（掲載なし）  △同･寺院（掲載なし） 

 名古屋市ホームページをもとに作成。 0.4ha以下については、「社寺林編」に写真掲載のもののみ表掲（16か所を省略した）。 
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

社寺林の境内比較

　社寺林の多くは、
　外目にはコンモリでも、
　中は意外にポッカリと空間が空いている。

　正面（参道や社殿前）は高木主体のため、
　頭上が枝葉におおわれていても、
　足元はスカスカでスッキリしている。

　境内が１ha以上あると、
　脇や裏手に人の踏み込まない場所が確保され、
　自生木も生えやすい。
　特に裏手はワイルドなケースが多い。

熱田神宮 （熱田区） 19ha 

高蔵公園 

高座神社 （熱田区） 1.7ha 

川原神社 

 （昭和区） 1.1ha 

津賀田神社 

 （瑞穂区） 約1ha 
闇之森八幡宮 

（中区） 0.6ha 

七所社 

（中村区） 0.5ha 長良八釼社 

（中川区） 0.4ha 

御釼八釼社 

（瑞穂区） 0.3ha 

富部神社・長楽寺など （南区） 2.6ha 

長楽寺 

清水稲荷 

富部 

神社 

呼続公園 

100 ｍ 
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

 固い土 砂利 落ち葉／まばらな下草 下草多い

社殿前は●クスノキ モヤシっ子林も… 信長塀 （高･中・低がよくわかる）

熱田神宮 【19ha】 同・参道 同・参道脇
名古屋市熱田区 2012.07 ＭＫ 同左 ＤＫ 同左 ＭＫ

　　　　　参道の●大クス 　参道脇の○大ムク 　　裏手：　かなりワイルド 　　低木層の●アオキ群落

 

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

京都市　2013.02　ＭＫ

江戸時代は▲マツ林 　→ その後○ムク林となり 、
→ 80年前の台風被害後に、●クスを植樹。

 → 近年は、●クスが○ムクを凌ぎつつある。
  同時に、乾燥化で●アラカシも増加中。

樹齢300年の▲スギや●クスの大木の森。
空が透けて見え、木漏れ日の差し込む心地よい森。

亜高木層には、●サカキ●カシなどが見られ、
足元にはシダ類と落ち葉。参道は砂利敷。

伊勢市　2013.12　ＤＫ

Ⅰ
広～い
境 内

社殿前：高木のみ 社殿前以外の境内全域 ： 複 層 （高木 ＋ 中低木 、目線の前に 「枝葉」 が目立つ）

○ムクノキの傘の下に、●常緑樹の亜高木層・低木層

市内では
別 格

(10ha以上)

同左 ＤＫ

中でも裏手は、かなりワイルド

全域が複層

同・社殿裏　　同上2012.09 ＭＡ

【参考】 京都下賀茂神社・糺の森 【参考】 伊勢神宮

＊凡例 (色分け＝足元の状態)

　
　江戸時代末の熱田神宮は、
▲マツと▲スギ系が半々。広
葉樹はごくわずか（cf. 次ペー

ジの尾張名所図会）。

　その後、○ムクノキが主体
の林となったが、第二次大戦
と1959年の伊勢湾台風で大
きな被害。その後も、地下水
減少＝乾燥化などの影響を受
けている。

　現在は、●クスノキの増加
が目立つが、脇手や裏手には
○ムクノキの大木が多く残
る。一部に○エノキ、○ケヤ
キ、○イチョウ、●スダジ
イ、●クロガネモチもある。

　数本残る●クスノキの巨木
は、古い時代の植樹か？
（参道脇の大クスには、「弘法
大師お手植え」とある）

同・参道脇

同上 

ＭＫ 
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

社殿周り：　●クスが主体 細身の●ウバメガシ並木 ●高木＋まばらな●中低木

高座神社 【1.7 ha】 同・参道 同・参道脇

名古屋市熱田区 2012.06 ＤＫ 同左 ＫＫ 同左 MＫ

　　　　同左　（同上 ＭＫ）

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹 ギャップ周りは、特に瑞々しい

　◎ ツル植物 低木や下草 も密生

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　 熱田神宮
(特) 特定外来種 ▲マツと▲スギ系が主体。

(要）要注意種 一部に、広葉樹が混在。

　+  帰化種 社殿は、高座神社と同じ尾張造

だったが、明治期に改変。

「尾張名所図会」

裏手は
ワイルド！

　熱田神宮も高座神社も、江
戸時代には▲マツと▲スギが
主体。ただし高座神社では、
広葉樹もかなり多い（●タブ／
カシなど常緑樹、○ムクなど落葉樹

のいずれかは不詳）。人工的な
改変の度合いが少なかったよ
うだ。

高木層は●クスノキ／○ムクノキ

正面 ： まばらな複層 （高木 ＋ まばらな中低木）

中・低木層に●カシ類／●ヤブツバキなどの照葉樹

(1ha以上)

Ⅱ
広 い
境 内
　 ①

同・社殿脇　（同上 ＫＫ） 同左　（同上 ＤＫ）

裏手 ： ワイルド

同・社殿裏　（同上 ＭＫ）

高座神社：　▲マツ、▲スギ系と 広葉樹（●常緑○落葉は不詳） が混在

脇手 ： 複層 （高木＋中低木、目線の前に 「枝葉」 が目立つ）

「尾張名所図会」1838－41執筆 
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

正面：　●クスが主体 （社殿は高座神社と同形式） 脇：　●常緑○落葉が混在   ●常緑の中低木主体の所も 裏手：　ワイルド

富部神社・参道 同・社殿 同・参道脇の外観 同・社殿脇 （呼続公園境） 同・社殿裏 （長楽寺境）

【隣接の社寺を含めて2.6ha】 名古屋市南区 2013.01 MA 同左

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

裏手は
ワイルド！

　神社と言えば、●クスノキなど照葉樹（常緑広葉樹）の杜をイメージする。しかし江戸時代には、城下町（若宮八幡社、朝日神社）、農村部
（富部神社、川原神社、津賀田神社）、熱田（熱田神宮、高座神社）のいずれにおいても、▲マツや▲スギ系が主体。
　神社に●クスノキを多く植えるようになったのは、いつ頃からなのだろう？
　　　・京都下賀茂神社 … 1934年の室戸台風で、○ムクなどのニレ科林が大きな被害。その後、●クスを植樹。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊田端敬三「糺の森の植生の変遷ーアラカシの脅威」（『景観の生態史観』2012年、京都通信社）

　　　・瑞穂区村上神社 … 村上神社の場所は古墳址で、竹林だった。古墳の周囲の土地を売り払い、残った山に祠を建てた。
　　　　　　　　　　　  　当時の名古屋では「クスノキを植えるのが流行っていた」ので、村上神社にもクスを植えた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊90歳の古老の話（山崎川グリーンマップによる聞き取り調査）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この経緯を70歳代の人は知らないという　―→　80年ほど前（1930年頃？）のことか？

　　　・愛知県護国神社 … 風格ある●クスが主体の特別緑地保全地区。現在地に遷座したのは1935年。
　どうやら、神社＝●クスというのは、この80年ほどの現象のようだ（100年たっていない！）。
　なお、樟脳（薬剤、セルロイドの可塑剤、無煙火薬の原料）増産のため、専売公社が苗木を神社や学校に配布した時期があるとも聞く。

 　裏手はワイルド

(1ha以上)

同左 2011.11 MK

Ⅱ
広 い
境 内
　 ②

正面も脇も、複層 （高木＋中低木）

富部神社：　江戸時代には一面の▲スギ林 （尾張名所図会）
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

 脇：　○エノキ、●ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ 外見コンモリ、足元スカスカ

津賀田神社 【１ha】 同・参道 同・参道脇 同・参道脇の外観 江戸時代には▲マツ林

名古屋市瑞穂区 2011.11 ＭＫ 同左 2011.11 ＹＫ （尾張名所図会）

同上・社殿裏外観

同上 2012.05 ＹＫ

　○ 落葉樹

　● 照葉樹  砂利 参道･社殿前：　●クスが主体 　脇：　高木＋まばらな中低木

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種 川原神社 【1.1ha】 同・参道 同・参道脇

名古屋市昭和区 2013.01 DＫ 同左 同左 MK

裏手は
ワイルド！

裏手：　ワイルドだが、間伐も行われている

＜神社の正面＞
●クスの単層林が多い。
（低木がなく、足元スッキリ）

＜脇や裏手＞
○ムク／エノキ、●クロ
ガネモチなど平地林の代
表種が顔を出す。
特に裏手では、自生っぽ
いワイルドな所（中低木や

下草も密生）も…。

裏手 ： ややワイルド
裏手：●ｸｽのほか、○ｴﾉｷ ○ﾑｸ ●ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁも散見。足元はネザサ

同・社殿裏

同左

川原神社：　入り口に▲マツと▲スギ。　奥は一面の▲マツ林。

裏手 ： ワイルド

同上・社殿裏

正面と脇 ： 単層 （高木のみ、目線の前に 「幹」 が目につく）

社殿前・参道：　●クスが主体

同左 2011.11ＭＫ 

(1ha以上)

Ⅱ
広 い
境 内
　 ③

同上 2012.10 ＭＫ

正面 ： 高木のみ （単層） 脇 ： まばらな複層
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

社殿の前は●クスが主体 参道：　高木＋まばらな中低木

若宮八幡社 【0.7ha】 同・参道 表は▲マツ、　裏手は▲スギ系

名古屋市中区　2012.05　MＫ 同左 NK （尾張名所図会）

正面に目立つ○ケヤキ 頭一つ抜けた○イチョウ

闇之森八幡宮 【0.6ha】 同・参道 同・参道脇 同・社殿裏

中区　13.01　ＤＫ 同左 同左 同左

　○ 落葉樹

　● 照葉樹 社殿前は庭園仕立て

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種 尾陽神社 【0.5ha】

名古屋市昭和区　2012.05　ＭＫ

正面 ： 高木のみ

同・社殿裏

　　　　　　　　　　　　　 　裏手の高木：　○ムクが目立つ

脇や裏手 ： 複層 （高木 ＋ 中低木、　高木： ●常緑○落葉の混在）

高木層 （●ｸｽ／○ﾑｸ） の下に ▲ﾀｹ、●ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ／ｷｮｳﾁｸﾄｳ 裏手は、●ｸｽ、○ﾑｸ／ｴﾉｷ／ｾﾝﾀﾞﾝの下に、●中低木

同左

正面：まばらな複層

●クスを背景に、○サクラの彩り

まばらな複層 （高木＋まばらな中低木、 高木： ●クスも多いが○落葉の植栽木が目立つ）

同左

同・社殿裏同・脇手の外周

Ⅲ
やや広い
境 内

　江戸時代の「闇（くらが

り）の森」は城下の大木戸の
外。享保18年に心中事件が
起こり、それをネタに浄瑠璃
「睦月連理椿」が大ヒット
…。昔は名前の通りさびしい
所だったらしい。
　今は、明るい境内。●クス
に混じって、○ケヤキ、○イ
チョウ、○サクラなど落葉の
植栽木が目立つ。

（0.5ha以上）

人工的な
要素が強い

名古屋市中区　2013.01　ＤＫ

脇・裏：まばらな複層（高木＋まばらな中低木、高木：●常緑○落葉混在)
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

　

長良八釼社 【0.4ha】 同・参道 同・摂社前 同・社殿脇 同・参道脇

名古屋市中川区 2013.01 ＭＫ 同左 同左 同左 同左

城屋敷神明社 【0.3ha】 同・参道 同・社殿脇 同・社殿裏

名古屋市中村区　2012.11　MK 同左 同左 同左

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹 入口： ○イチョウ 参道： ●クス 　脇： ○ｴﾉｷ、●ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁも…

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

東栄八幡社 【0.2ha】

　正面には●クスを植えたところが多いが、
　▲マツや○イチョウのケースもある。

　脇や裏手には、
　●クスに混じって、
　○ムク／エノキ、●クロガネモチなど
　平地林の代表種が顔を出すことが多い。

▲マツの並木

同・参道　　（名古屋市瑞穂区 2011.11 MK）　　同・参道脇

○イチョウの大木 正面 ： 高木のみ

脇手 ： まばらな複層

正面 ： 高木のみ

脇手： ○ムク／エノキ 、中低木（●ﾓﾁﾉｷ、●ﾂﾊﾞｷ類）も散見

鎮守の構え
３タイプ

正面： ▲マツが主体 （外目コンモリ、中はスッキリ）

Ⅳ
中規模の

境 内
　　　①

(0.3～0.5ha)

クス／マツ
／イチョウ

脇・裏手 ： まばらな複層

正面 ： 高木のみ （単層）●クスノキの杜

脇手 ： まばらな複層

脇・裏手： ○ムクが主体

正面： ●クスが主体 （外目コンモリ、中は意外にポッカリ）
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

桜神明社 【0.4ha】 同・社殿前＆参道 同・参道脇 同・社殿裏外周 同・社殿裏

名古屋市南区　2011.11　ＭＫ 同左 同左 同左 同左

同・社殿裏

名古屋市中村区 2012.10 ＭＫ 同左 2012.05 ＫＭ 同左

　○ 落葉樹

　● 照葉樹 境内の片側に樹叢

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種 茶屋神明社 【0.3ha】 同・社殿脇（林縁） 同・外周

名古屋市港区　2012.05　ＫＭ 同左 同左

参道・社殿前：　●クスや●常緑中低木が多い 裏手：　○ムク／エノキ （平地系の落葉高木） が顔を出す

高木層： ●常緑（クス／クロガネモチ）＆○落葉（ムク／エノキ）の混在。　　亜高木層： ●ヤブツバキ／カクレミノなど。　　林内は暗い。

同左

(0.3～0.5ha)

同・脇手 （隣接の御田神社境）

裏手 ： ワイルド正面 ： まばらな複層

七所社 【0.5ha】

社殿前：　●クス

Ⅳ
中規模の

境 内
　　　②

ワイルド
要素あり

外見コンモリ

脇や裏手 ： 複層 （高木 ＋ 中低木） 、ややワイルド正面 ： 高木のみ （単層）

脇・裏手：　○ムク／エノキ ＋ 中低木 （●ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ／ｶｸﾚﾐﾉ）

脇手 ： 複層 （高木 ＋ 中低木） 、ややワイルド正面 ： スッキリ

同・社殿脇（林内）

同左
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

低木層の●ヤブツバキ ナラ枯れ被害 ▼タケの進入

山神社 【0.3ha】 同・外周 同・社殿脇 同左 同左

名古屋市瑞穂区　2012.12　DK 同左 同左 同左 同左

同・社殿裏

同左

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹 　 裏手：　下草も密生

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

御剣八剣社 【0.3ha】 同・正面 同・脇手

名古屋市瑞穂　2011.1　　ＭＫ 同左 同左

　高木層： ●クスを交えながらも、○ムク／エノキ、●クロガネモチなど平地林代表種が多い

参道の片側に、常緑樹林化の進む○コナラ・アベマキ林を残す。

Ⅳ
中規模の

境 内
　　　③

(0.3～0.5ha)

ワイルド
要素あり

名古屋市昭和区 2012.08 ＭＳ

正面 ： 高木のみ （単層）

社殿前の広場：　植栽木が主体

伊勝八幡宮 【0.4ha】 同・参道脇

同左

社殿前 ： 高木のみ 脇・裏手 ： 複層 （高木 ＋ 中低木）、 平地林の面影。

脇・裏手 ： 複層 （高木 ＋ 中低木）、 丘陵地の樹林の面影。

●常緑樹林化の進む○コナラ林

全　域 ： 複層 （高木 ＋ 中低木）、 　丘陵地の樹林の面影。
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

社殿前： 植栽木が主体 　　高木： ○ムク、●クロガネモチ

▲ﾋﾉｷ/ﾏﾂ、 ●ﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ、○ﾓﾐｼﾞ/ﾂﾂｼﾞ 　　中木： ●シラカシ／ヤブツバキ

大乃伎神社 【0.4ha】 遠景 同・堤防際 同・堤防から下る階段 同・社殿前 同・社殿裏

名古屋市西区　2012.06　ＫＭ 同左 同左 同左 同左

正面： ●クスが主体

片山八幡神社 【0.3ha】 同・参道左手 同・正面 同・参道右手

名古屋市東区　2012.05　YY 同左 同左 　　　同左

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹 ●アラカシの日陰は草がない

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

六所社 【0.3ha】

名古屋市東区　2012.05　YY

参道をはさんで、左右で違う雰囲気

同・社殿脇

同左

同・参道脇

同左

ユニーク
３タイプ

○ムク（幹周4Mも） ＋ 中低木（●ｼﾗｶｼ／ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ） の平地林ﾊﾟﾀｰﾝ

Ⅳ
中規模の

境 内
　　　④

(0.3～0.5ha)

まばらな複層堤防が入口 ： 複層 （河畔の平地林の面影？）

正面 ： まばらな複層 脇・裏手 ： 奥行浅いが、複層

奥行浅い （３M） が３層構造＝高・中・低

全域 ： まばらな複層、 下草が自由に生い茂る
スキマ近くは、高茎の草の勢いが良い多様な高木： ●ｱﾗｶｼ／ｼｲ／ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ、○ﾑｸ／ｴﾉｷ／ｻｸﾗ、…
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

低木が少なく、足元スカスカ

本願寺八幡社 【0.3ha】 同・社殿前 同・社殿脇外観

名古屋市瑞穂区　2011.11　MK 同左 同左

○ウメ園＋●クス2本

田光八幡 【0.3ha】 山田天満宮 【0.3ha】

名古屋市瑞穂区　2011.11　MK 名古屋市北区　2012.05　ＹＨ

熊野社 同・社殿前 同・外観

名古屋市中村区　2012.07　ＫＭ 同左 同左

　境内のあまり広くない
神社では、低木の茂って
いる所は少ない。（中木

は、そこそこ見かけるが…）

　踏圧、あるいは手入れ
に際して抜かれてしまう
のだろうか？

　「低木の少ない状態」
というのは、生態系的に
はどんな意味を持つのだ
ろうか？

Ⅴ
小規模な

境 内
　　　①

同・社殿脇

同左

まばらな複層 （○高木： まばら、　●中木： よりそい生えが目立つ、　低木： 少ない）裏手 ： 複層

細長い境内に●クス、○ムクなどの大木

同・参道

同左

正面 ： 高木のみ 脇・裏手 ： まばらな複層

(0.3～0.5ha)

脇や裏手の高木： ●クスが多いが、○エノキ／ムク、 ●クロガネモチなども混じる

高木のみ 高木のみ

同・社殿裏

同左

Ⅳ
中規模の

境 内
　　　⑤

参道・社殿前： ●クスが主体 （足元は広々）

社殿の裏には、大木が… 高木（○ムク／カシワなど）散在、中木（●照葉樹）が目立つ

(0.2ha以下)
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

住宅地の丘の上に…

西八幡社 同・参道 同・社殿脇

名古屋市瑞穂区　2012.05　YK 同左 同左

朝日神社 ▲マツに包まれた朝日神社

名古屋市中区 2012.10 ＤＫ （尾張名所図絵）

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹 ○ソメイヨシノ ○イチョウ

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

南陽神社 　　　　　須佐之男神社
名古屋市港区　2012.10　DK 名古屋市南区　2012.05　KK

●クスの足元にまばらな低木。　○ソメイヨシノも…

高木のみ 高木のみ

脇手： まばらな複層

高木のみ （ビルの谷間）

洲崎神社　

高木のみ 正面： 高木のみ

同左

同・社殿脇

伊勢山神明社
名古屋市中区　12.12　ＤＫ

●クスばかり

Ⅴ
小規模な

境 内
　　　②

(0.2ha以下)

名古屋市中区 2012.02　 ＤＫ

●クスと○イチョウの組み合わせ
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

　　　　　入口は▲マツ 社殿前は●クス 裏は●クス／○ムク＋●常緑低木

　　　　　入口は▲マツ 社殿前は●クス 裏手は、●クスを主体に

○ムク／●アラカシ＋●常緑低木

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹  肩身が狭いのは、誰のせい？

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

直来一之御前社
名古屋市瑞穂区 2011．11 ＭＫ

名古屋市昭和区 2013．02 ＭＫ

　広い神社の場合には、
　同じ境内の中に多様な「生え方」タイプが混在。
　　・正面：●クスなど植栽された高木のみ。
　　　　　　　（低木がなく、足元スッキリ）

　　・脇手：植栽 or 自生の高木 ＋
　　　　　　自生っぽい●常緑の中木。
　　　　　　　（高木…○ﾑｸ／ｴﾉｷ、●ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁなど
　　　　　　　　　　　 平地林代表種が顔を見せる。
　　　　　　　　 中木…そこそこ見られる。
　　　　　　　　 低木…植込みを除いて少ない。）
　　・裏手：ワイルドなケースが多い。
　　　　　　　 （高木・中木・低木・下草の密生）

　小規模な神社の場合には、全般に高木が主体。

　あなたは、どんなタイプが好きですか？
　　・足元スッキリ派？　ワイルド派？
　　・●クスノキ派？　○ムク／エノキ派？
　　・鬱蒼・峻厳派？　明るい庭園仕立て派？
　　　　　・・・・・

　樹木にとって、
　野鳥、昆虫、小動物 … にとっては、
　どんな状態が好ましいのだろう？

高木のみ （頭と枝を切られて、肩身が狭い●クス）

村上神社
名古屋市瑞穂区 2012.04 ＭＫ

　間口の狭い神社では、伸びる枝は悩みの種。
　枝を根元から切られてしまう例もある。
　根っこが伸びて鳥居を傾けてしまい、
　切り倒された樹もあるという。

　悪いのはだれ？
　伸びた枝？
　枝を切った人？
　境界際に植えた人？
　どうすればいいのだろう？

石仏・白山社
名古屋市昭和区 2013．02 ＭＫ

正面： 高木のみ まばらな複層

塩付通・神明社

Ⅴ
小規模な

境 内
　　　③

(0.2ha以下)

正面： 高木のみ まばらな複層
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

高座神社 同左 川原神社

名古屋市熱田区 2012.06 ＭＫ 同左 名古屋市昭和区 2013.01 ＭＫ

同左

同左 2012.10 KK 名古屋市中村区 2012.07 ＫＭ 同左 2012.11 ＭＫ

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種 矢田南・六所神社

名古屋市東区 2012.05 ＹＹ

　

シダ類 ▽ネザサ

熱田神宮

陽のさす林縁に下草は多い （樹冠の下には草がない） 表土の削れた所も… 珍しく木の周りに生えている・・・

◎ツル植物 （テイカカズラ）

樹木の下では控えめだけど… 陽のさすところでは、スグ伸びる

Ⅵ

下 草

断夫山古墳

名古屋市熱田区 2012.09 ＭＡ

　小さめの神社の場合、
　下草の茂る場所は多くない。
　踏まれるか除草され、まばらに生える程度だ。

　下草は、どんな意味があるのだろうか？
　どんな状態が、好ましいのだろうか？

　・ 人にとっての快・不快
　・ 樹木にとっての快・不快
　・ 野鳥にとって、昆虫や小動物にとっての…

名古屋市熱田区 2012.11 ＭＫ

名古屋市南区 2011.11 ＭＫ

桜神明社

岩塚町・七所社

◎ツル植物 （ビナンカズラ） ☆ヤブミョウガ
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

細身の中木を列植 高木のみ

石仏・白山社 塩付通・神明社

名古屋市昭和区 2013.02 MK 名古屋市昭和区 2013.02 MK

 ▼タケ＋○ツツジ植込 （石垣）  ▼タケ＋●ｷｮｳﾁｸﾄｳ （石垣）

熱田神宮 若宮八幡社 津賀田神社 尾陽神社

　○ 落葉樹 名古屋市熱田区 2012.07 DK 名古屋市中区 2012.05 MK 名古屋市瑞穂区 2012.05 YK 名古屋市昭和区 2012.05 MK

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物 道路に向かってせり出す はちきれんばかりの密生 ◎ツル植物  中低木層の手前に▽ネザサ 　　道路際はワイルドな草地

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種

(要）要注意種

　+  帰化種

大乃伎神社  御器所八幡社 白豪寺 山神社 桜神明社

名古屋市西区 2012.06 KM 名古屋市昭和区 2012.05 MK 名古屋市南区 2011.11 MK 名古屋市瑞穂区 2012.10 DK 名古屋市南区 2011.11 MK

津賀田神社

名古屋市瑞穂区 2011.11 MK

　社寺林の外周は様々。

　・ 中が良く見える
　　　足元スッキリタイプ
　・ はみ出すほどに
　　　茂っているタイプ
　・ 生け垣など
　　　人工的なタイプ
　・ 自然のままに
　　　まかせてあるタイプ

　　　 ・・・・・

　どう受け止めれば
　いいのだろう？

中が見えない （人工的な生垣・植込みなど）

高木 ＋ まばらな中低木

中が見える （低木が少なく、足元がスカスカ）

生け垣 （石垣）

Ⅶ

林 縁
（外周）

中が見えない （中低木が密生） ツル植物や下草が多い
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図鑑：　都市の緑の生え方タイプ （社寺林編）

　ミシシッピアカミミガメとクサガメ 　　ここも、カメが多いらしい

川原神社
名古屋市昭和区　2013.01　ＭＫ 名古屋市熱田区　2012.07　ＤＫ 同左　ＭＫ

　○ 落葉樹

　● 照葉樹

　▲ 針葉樹

　◎ ツル植物

  ★ 草（単子葉）

  ☆ 草（双子葉）

　

(特) 特定外来種 七所社 闇の森八幡宮

(要）要注意種 名古屋市中村区　2012.07　KM 名古屋市中区　201３.01　ＤＫ

　+  帰化種

神社独特の感じのする丸い池

都市の周りから失われた生物は、樹林系よりも水辺系のものの方が多い。
それだけに、社寺の水辺の存在は貴重だ。

　ブログ参照　http://blog.goo.ne.jp/monosashi758

●2012.11.18の記事 「ＣＯＰ10一周年記念シンポ」
→　事例発表 「都市の自然のモノサシは？」

→　配布資料 （陸鳥からみた名古屋の緑地なぜ？なぜ？集）【PDF】 Ｐ.33～

熱田神宮豊国神社

稲葉地・凌雲寺 （名古屋市中村区 2012.11 ＭＫ） 同左

名古屋市中村区　2012.07　ＫＭ

池を囲む密度の高い木立 良く手入れされた庭園

社寺の池は、公園の池とはどこか雰囲気が違う。
手入れの違い？　静謐さ？　それとも…

心安らぐ感じのする社寺の池だが、
生きもの（水生動物、水辺の植物、鳥、虫や小動物、…）にとっては、

どんなところが心地よいのだろう？

水 辺

社寺林の中の水辺

神宮の中でも、池の周りは下草が格段に豊か

Ⅷ
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