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参考資料３  地区アンケートの結果  

 

１．実施時期 令和３年５～８月 

 

２．対  象 市内全区（211区） 

 

３．目  的 神社・寺院・祭礼行事の意識調査とともに、民俗行事の現状把握、地域資源の掘り起こ

しを目的としました。 

 

４．実施方法 広報発送日にあわせ、返信用封筒を添えてアンケート用紙を配布。 

 

５．回 答 数 150区（一部のみ回答の場合もあり、数値の合計と回答数は合致しません。） 

 

６．概  要   

 №１ 地域資源の掘り起こし 

 久美浜町域は『守り継がれるむらの自然と歴史 ふるさと資源
し げ ん

大事典
だいじてん

～集落
しゅうらく

資源
し げ ん

調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

【第 2

次】』、峰山、大宮、網野、丹後、弥栄町域は、平成 26～27年（2014～2015）に地区ごとに地域資源情

報をまとめた「ふるさと わがまち わが地域」があり、市ホームページに公開されています。これ

ら以外で区内にある歴史遺産、自然遺産などの掘り起こしと、区で整備や広報を行い、活用を図って

きたものについて、把握
は あ く

することを目的に行いました。 

 結果、これまで把握できていなかった地域資源を確認でき、データベースへ反映しました。また近

年の区の取り組みとして、長尾
な が お

城跡
じょうせき

の整備（峰山町長岡区）、赤
あか

米
ごめ

の取り組みと資料展示（弥栄町

芋野区
い も の く

）、河辺
こ う べ

飛行場
ひこうじょう

に関する聞き取り調査（大宮町河辺
こ う べ

区）など特徴のあるものを把握することがで

きました。 

 

 №２ 神社について 

 市内には、大小さまざまな神社があります。神社管理の実態や課題、氏子
う じ こ

の意識を把握することを

目的に行いました。市域の神社の把握は、京丹後市発足前の各町史を参照し、市内全神社について宮司
ぐ う じ

、

氏子の範囲、氏子の意識、課題を尋ねました。 

 宮司については、常 駐
じょうちゅう

が大変少なく、大半が兼務
け ん む

です。氏子の範囲は、区全体が最も多く、複数

の区にまたがる場合や隣組
となりぐみ

単位もあります。区に複数の神社がある場合は、地域や隣組単位などで分

担する場合があることがわかりました。氏子の意識については、他の神社との統合や廃止といった意

見もあるものの、大部分は今後も残していきたいというものでした。 

 神社の管理運営に関する課題としては、修繕
しゅうぜん

費用
ひ よ う

の問題、人口減少、少子
しょうし

高齢化
こうれいか

、神社に対する意

識の低下などが多いことがわかります。市域の神社は、無住
むじゅう

のものが多いものの、現状では氏子
う じ こ

の神

社に対する意識が高く、適切に維持
い じ

管理
か ん り

されていることがわかります。一方、人口減少や建物等の

老朽化
ろうきゅうか

への対応に課題を残しています。 
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№３ 寺院について 

 市内には、大小さまざまな寺院があります。寺院管理の実態や課題、檀家
だ ん か

の意識を把握することを

目的に行いました。市域の寺院の把握は、京丹後市発足前の町村史を参照し、市内全寺院について

住 職
じゅうしょく

、檀家数、檀家の範囲、檀家の意識、課題を尋ねました。 

 住職については、回答のあった寺院の約半数が常 駐
じょうちゅう

でした。檀家数は、200 戸以上の寺院が６％

と少なく、大半は 200戸未満でした。中でも 50戸未満の寺院が 1/3を占め、10戸未満の寺院が 10％

近くあることがわかります。檀家は、寺院の所在する区内が多いものの、区外の檀家もあります。檀

家の意識については、他の寺院との統合といった意見もあるものの、大部分は今後も残していきたい

というものでした。 

 寺院の管理運営に関する課題としては、神社と同様に、修繕
しゅうぜん

費用
ひ よ う

の問題、檀家数の減少、寺院に対

する意識の低下などが多いことがわかります。現状では、檀家の寺院に対する意識が高く、適切に維

持管理されていることがわかります。一方、檀家数減少や建物等の老朽化
ろうきゅうか

への対応、寺院に対する意

識低下が進んでいる点に課題を残しています。 

 

 №４ 神社の祭り 

 市域の祭礼行事は、過去の京都府教育委員会による調査などがあり、その多くは把握できていまし

た。しかし今回のアンケート調査により、はじめて把握できたものもありました。 

 祭礼行事には、民俗
みんぞく

芸能
げいのう

、屋台
や た い

行事
ぎょうじ

などをすべて含んでいます。実施
じ っ し

組織
そ し き

は区の場合が多いものの、

保存会
ほぞんかい

などの場合もあります。中には、祭礼行事を区と保存会で分担して行う場合もあります。行事

の担い手については、何とか足りている区より不足している区の方が若干多く、不足している場合、

地区出身者、親戚
しんせき

、友達に声をかけるほか、数は少ないものの他地区の応援を得る場合や、京都市内

の大学へ声をかけている事例があります。祭礼行事に対する区民の意識は、今後も伝えていきたいが

７割を超えています。一方、人手不足もあり、続けることが厳しいという意見も３割近くあります。

行事の衣装
いしょう

、道具類については、現状で足りている区が多いものの、不足している区もあります。道

具類の保管場所は、十分ある、ちょうどくらいが大半ですが、足りない区もあります。過去に使用し

た道具類の保管状況については、残っている区が多いですが、廃棄した区もあります。映像
えいぞう

記録
き ろ く

は、

ない区が多いものの、区作成や個人撮影のものがある場合もあります。 

 

 №５ 年中行事 

 京都府教育委員会が実施した祭り・行事調査の内容を踏まえ、全区に民俗行事の有無の確認を行い

ました。折しも新型コロナウィルス感染症
かんせんしょう

の発生による行事中止と重なったため、通常であれば実施

する行事が休止している場合もあり、実態
じったい

把握
は あ く

には課題が残りました。 

 市域で広く行われている行事には、初詣
はつもうで

、互
ご

例会
れいかい

、ドンド焼、節分、サナボリ、盆
ぼん

踊
おど

り、地
じ

蔵
ぞう

盆
ぼん

、

施餓鬼
せ が き

、しめ縄作りなどがあります。また火の神である秋葉
あ き ば

さんや愛宕
あ た ご

さんに関する行事が各地に残

っています。一方、講
こう

など実施地域が少ない行事が数多くあります。 
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No.2 神社について   
 
 

    

       

       

       

(2)宮司       

常駐 10      

兼務 175      

その他 15      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(3)氏子の範囲       

複数の区にまたがる 15      

区全体 185      

隣組 6      

そのほか 17      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(4)氏子の意識       

今後も残していきたい 201      

他の神社と統合したい 1      

廃止したい 1      

そのほか 13      

       

       

       

 

 

常駐

5%

兼務

87%

その他

8%

宮司

常駐 兼務 その他

複数の区にま

たがる

7%

区全体

83%

隣組

3%

そのほか

7%

氏子の範囲

複数の区にまたがる 区全体 隣組 そのほか

今後も残していきたい

93%

そのほか

6%

氏子の意識

今後も残していきたい
他の神社と統合したい
廃止したい
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№3 寺院について      

    檀家数  

住職    10未満 8 

常駐 64   50未満 27 

兼務 46   100未満 28 

その他 3   150未満 16 
    200未満 13 
    200以上 6 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

檀家の範囲    檀家の意識  

区内が多い 27   今後も残していきたい 104 

区外が多い 2   他のお寺と統合したい 3 

市内が多い 0   廃止したい 0 

そのほか 1   そのほか 1 
 

 

 
 

 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

常駐

56%

兼務

41%

その他

3%

住職

常駐 兼務 その他

区内が多

い

90%

区外が多い

7%

そのほか

3%

檀家の範囲

区内が多い 区外が多い

市内が多い そのほか

今後も残し

ていきたい

96%

他のお寺と

統合したい

3%

そのほか

1%

檀家の意識

今後も残していきたい

他のお寺と統合したい

廃止したい

そのほか

10未満

8%

50未満

28%

100未満

29%

150未満

16%

200未満

13%

200以上

6%

檀家数

10未満 50未満
100未満 150未満
200未満 200以上
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№４ 神社の祭り 
    

組織   担い手  

区で実施 89  何とか足りている 52 

保存会などで実施 36  不足している 56 

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

意識   衣装、道具類  

今後も伝えていきたい 92  足りている 79 

続けることが厳しい 29  不足している 18 

他の地区と統合したい 1    

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

区で実施

71%

保存会な

どで実施

29%

組織

区で実施 保存会などで実施

何とか

足りて

いる

48%

不足し

ている

52%

担い手

何とか足りている 不足している

今後も伝え

ていきたい

75%

続けること

が厳しい

24%

他の地区と統合

したい

1%

意識

今後も伝えていきたい

続けることが厳しい

他の地区と統合したい

足りている

81%

不足して

いる

19%

衣装、道具類

足りている 不足している
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道具の保管場所と収納スペース  過去に使っていた道具類  

十分ある 24  残っている 82 

ちょうどくらい 68  廃棄した 17 

足りない 11  不明 2 

     

 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

映像記録   

京都府作成 5 

個人撮影 18 

区作成 6 

ケーブルＴＶ撮影 8 

ない 75 

不明 6 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

十分ある

23%

ちょうど

くらい

66%

足りない

11%

道具の保管場所

十分ある ちょうどくらい 足りない

残っている

81%

廃棄した

17%

不明

2%

過去に使っていた道具

残っている 廃棄した 不明

京都府作成

4%

個人撮影

15% 区作成

5%

ケーブル

ＴＶ撮影

7%
ない

64%

不明

5%

映像記録

京都府作成 個人撮影

区作成 ケーブルＴＶ撮影

ない 不明
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№5 年中行事 

行事名 実施 
過去に

実施 
行事名 実施 

過去に

実施 

初詣 42 0 秋葉さん 11 4 

互例会 61 8 愛宕さん 19 3 

榊さし 1 0 マンドロ、マンドリ 2 3 

御札立て 3 0 庚申講 1 5 

勧請縄 1 1 山の神講 0 0 

嫁の尻はり 0 1 二十三夜講 1 1 

キツネガリ、キツネ返し 1 2 日待講 1 0 

七草 6 0 荒神講 2 1 

ドンド、ドンド焼、ドウドウヤ 45 12 氏神講 2 2 

日待ち 18 3 伊勢講 5 3 

三夜待ち 1 0 太神宮講 0 0 

節分、節分こもり 19 1 天王講 0 1 

節分太鼓 2 0 稲荷講 1 1 

社日祭、社日さん 2 1 天神講 5 8 

サナボリ、サノブリ、サナブリ 19 16 八幡講 0 0 

雨乞い 0 3 大師講 3 5 

虫送り、ぬか虫送 1 7 観音講 2 1 

茅の輪くぐり 2 1 妙見講 2 2 

水無月祭、川すそ祭り、川そそ祭り 4 0 梅花講 4 2 

松上げ 1 0 念仏講 1 1 

盆踊り 14 25 恵比須講 2 0 

地蔵盆 59 5 文殊講 0 0 

施餓鬼 35 2 地蔵講 4 0 

送り火 4 1 秋葉講 7 2 

灯籠流し 0 1 愛宕講 3 2 

しめ縄作り 22 3 行者講 1 2 

神送り、神迎え 0 0 大峯山講 1 0 

いのこ 13 9 祇園講 0 0 

奉納相撲 3 2 そのほかの講 7 2 

トウヤ、当夜 0 2 たくさんあった講をまとめて実施 2 0 

山の神 3 1    

田の神 0 0    
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No.2 （５）神社の今後の維持管理についての課題（自由記述） 

 

〇氏子の高齢化、減少等に関するもの 

・宮司の後継者が無し。氏子の軒数が減少している。 

・青年の数が減っていくこと 

・氏子の高齢化、氏子の減少のため維持管理がむずかしくなる 

・氏子が少ないので負担が多い 

・高齢化により氏子数の減少により管理が困難になりつつある状態。建物周囲の土砂崩れなどもあり、

不安である 

・人口の減少＝氏子の減少＝維持困難 ・修繕費の調達が大変になって来る。 

・現存の氏子の現状では、金額面等の負担が重く維持管理が困難です。 

・宮総代が 3名いるが少子高齢化の為、現状の維持管理のみで手いっぱいである。 

・過疎化、高齢化による氏子の減少 

・形式上、区民が神社の氏子という位置づけにはなっているが、明確な規定に基づいたものではなく、

祭政分離の原則があるなか、区とは独立した氏子組織の編成と、建造物の維持管理、祭礼道具の新調

や補修費をどのようにして賄うかが、最大の課題。また、少子化により後継者の確保も課題となりつ

つある。 

・修理費用の負担増 氏子の減少 

・神社維持管理を続けるには、一番はお金の問題がついて回る。高齢化にともない、行事を続けるのも

むずかしくなっている。 

・少子高齢化で難しくなってきている。神社（建物）も古くなってきていて修繕にもお金がかかる 

・人口減少により、従来どおりの祭りの実施が困難・神社の維持管理についても、住人の高齢化が進み

出夫、費用負担が困難。 

・氏子の軒数が減り維持管理が難しくなってきた 

・少子高齢化 

・氏子の高齢化及び減少が進み今後の維持管理に不安が有る。対応策検討中 

・氏子の高齢化、及び減少が進み今後の維持管理に不安が有る。 

・高齢化、人口の減少などでの維持管理 

・氏子の高齢化が進み、維持管理が難しくなってきている 

・区民の高齢化に伴い、行事の参加人数も減少しています。 

・世話人が高齢化により今後の維持管理が困難な状況 

・集落の過疎化による氏子の高齢化と減少 

・住民の高齢化によって、神社の掃除、環境整備など維持管理が人員的に難しくなる 

・組内の戸数減少により、一組では対応できない組がある２組で行っている。 

・隣組の高齢化  

・隣組戸数 4戸 男は 4人で 80才前後である。 

・以前は講連中として維持管理されてきたが、現在は隣組で管理しているため、組長の負担となってお

り、将来的に維持管理できるかわからない。 

 

 



175 

〇老朽化、修繕に関するもの 

・数年前の集中豪雨で、神社裏山の一部で土砂崩れが発生、建屋の一部が土砂に埋った。土砂を撤去し

土のうを積むなど応急処置で乗り切ったが、その後は修復工事はされず、今日まで放置されたままで

ある。現在は安定しているが土砂崩れ等の危険性は高い。 

・社殿の老朽化による修繕費の捻出 

・神社の本殿の屋根、壁、内部等修理が必要 

・大規模修繕が出た時の対応 

・古くなっているが改修できない 

・社の老朽化 

・神社費を氏子に頂き運営しているが、氏神祭道具（神輿・山車）のおいて大規模修繕が必要な状況と

なっており、修繕費用の捻出が大変厳しい。さらに少子高齢化により神社総代などの役員が高齢化し

ており、新陳代謝を図るのが難しくなってきている。本殿や神殿を修繕する際には、市役所などから

の補助金での採用がなされず基金積立で対応すべき努力はしているものの、不足額が大きく寄付金で

賄いう計画があるものの理解が得られず、大変厳しい状況になっている。 

・現在は鳥居しかないので神殿の再興を計画しているので経費確保が課題 

・修理費用の問題等→籠神社から頂いた神輿の修理費用等。神社の修理等、費用の問題 

・ボランティア活動による年 3回の清掃作業が、年々高齢化と人口減少に伴い負担になっている。今後、

いつまで続けることができるかわからない。石作りの鳥居にひび割れが起きている。近年、コーキン

グによる補修を行ったが、基本的な解決にはなっていない。一対の狛犬の台座が割れている。狛犬は

まだ被害を免れている。参道の石段の劣化が著しい。石段については、50年以上補修等は行われてい

ないと考えられる。 

・平成 16年台風 23号による倒木のため上屋倒壊。ご神体を神社境内のプレハブ倉庫へ移転。現在使用

している既製品の倉庫は、当時の組内の保有金で購入した。今後、プレハブ倉庫の劣化が進行すれば、

祠じまいの可能性もあると思われる。ただし、現在の隣組員（5戸）で相談が必要となってくる。 

・神社の建物も古く、修繕するにも費用がかかる。費用の捻出が厳しい。 

・昭和 5年以前の建物であるので老朽化が心配。松並木の維持管理が大変。少子化で各散楽の奉納行事

（継承）が心配 

・屋根が雨もり等くずれかけている 

・残したいが金が無い。費用が大きすぎる 

・かつては地域の漁業、織物業関係者の篤志家による寄進等により維持管理されてきたものが、経済情

勢が変わるにつれて区民全体の負担となり、厳しくなってきた。社殿、参道等傷みも激しく、今後管

理面での負担を強いられそう。 

・境内の社殿や施設、設備の修理に多額の出資が必 

・神輿、太鼓、祠などの修理 

・社殿の老朽化に供い、維持管理が難しくなってきている 

・老朽化対策 

・道石段を治したいが、機械も入れず又人員も少なく長年の課題となっている（石段ですべって腰を打

撲等）・秋祭り前に区民全員で清掃しているが現在 13名 今後の負担が心配される・本社尾根を数年

前修理していただいたが、小さな区なので今後の修理負担が心配される 

・社の老朽化に伴い、修理費の負担がかかる 



176 

・本殿、拝殿の老朽化対応 ・境内樹木の維持管理費 

・境内の環境整備、祠の老朽化に対する修復費用 

・修理が大変 

・古くなってきていて、維持、保守、補修がむづかしい。 

・修理等にかかる金銭的問題 

・平成時の神殿修復に支援いただいたが、今後も引き続きお願いしたい。前回の修復で拝殿の屋根替が

出来なかったのが残念であった 

・大きな修繕が必要になった時の維持管理経費が心配 

・社殿、境内の樹木、石垣など整備、維持に住民の負担が大きい。 

・境内の杉の木が大きくなって、根が石段をくずしかけている。 

・神社が古くなっており痛みが激しい所も出てきた。地区の人々も高齢者が多くなり、神社のそうじも

大変になって来た。普段の参拝される人数も少ないなど 

・神社建物、周辺（石段等）老朽化し今後維持管理が困難 

・風雪、塩害等からの管理の困難さ 

・数年前に修理した 

・社の老朽化が進んでいる 

・各建物や施設（石段等）の傷みがひどくなっている箇所があるが、必要最低限の修理しかできていな

い。年々、氏子の数も減ってきて資金面の負担が重くなってきており、補助金にたよらないといけな

い状況になっている。 

・神社及び周辺の社殿の傷みが激しく、今後（将来）の修復費が課題。 

・神社会計の予算も少なく、建物がいたんできています。 

・本殿隣りの神社が老朽化していて修復したい。 

・今年度、本殿の外壁及び土台について老朽化が激しく保全補助事業計画をお願いしている。新年互例

会や秋祭り等、区民が参拝し区にとっても、とても重要な建物なので今後も修理等への支援をお願い

したい。 

・①本殿のご神体（素焼き）が朽ちて首が落ちているが手の付けようがない。②本殿の屋根（瓦棒葺き）

だが、角から腐食して早晩葺き替えの必要がある。③本殿への石段が経年劣化で大きく変形し、据え

付け直しに迫られている。 

・神社を囲ってる建物の修理が必要となってくる。 

・神殿の木材が老朽化し拝殿の床や壁面、天井に腐敗が伺える。又、神殿は道路から 100m以上も登る参

道があり石段のズレ、周辺の雑木などが生い茂ることから小まめな清掃が必要だが、高齢化している

区民には労力、経済的にも負担となっている。 

・老朽化による修繕費捻出が厳しい 

・老朽化が激しく維持管理の話しが前進しない状況。（莫大な資金が予想される為） 

・保全費用 ・石階段のズレ ・敷地への土砂の流入 

・神社の修繕ができない。 

・老朽化が進む中、予算が無く維持管理がむずかしい 

・ほこらがかなりいたんでいる 

・ほこらがないかも知れない 

・社が老朽化しており修理の必要がある 
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・神社（建物）も古くなってきていて修繕するにもお金がかかる 

・本殿、神殿の老朽化 

・改修費用負担 

・建物等の維持管理費用 

・老朽化 

・老朽化した部分は区民総会に諮り、予算を計上して修繕をしています。 

 

〇日常の維持管理に関するもの 

・残していきたいと思ってるが、生活スタイルが変化していく中、集まる機会がなかなか作れない。 

・神社周辺の除草作業、松等の倒木処理等高齢化による負担が増えている。みこし巡行が 3年続けて中

止となっており（台風・コロナ）組立て等の継承が問題となっている。 

・秋祭り時の登り旗の掲揚・神社境内・参道の草刈り・清掃等のみの維持が限界で、神社境内の森林の

整備・維持管理をしたいが、祭礼等行っていないので、京都府の「京の森林文化を守り育てる支援事

業」の対象にはならない。府の災害防止森林整備事業にも応募したが対象にはならず、困っている。

市の危険木伐採・撤去の制度を設けていただきたい。 

・さい銭の盗難被害、建物の損傷被害があり、警察に被害届を提出しているが無人のため管理方法がむ

ずかしい。 

・無人なので大変です。 

・境内に老木が多く、管理が大変である。  

・区役員、特に社寺係を中心に行事・管理を行っている。神社の掃除は、年二回は区民全員で行ってい

るが、そのとき以外に氏神さんの掃除は一戸が一年間行い、当番は回り持ちである。しかし、高齢者

の家も多くなり負担が多く、今後考えなければならない 

・奉賀会として維持管理しているが、財務基盤が弱く、大きな出費が必要となった時は心配です。 

・山頂のため管理がむずかしい。 

・日々清掃に励むのみ 

・今迄通り、氏子で維持管理をして行く 

・神社境内地内山林の除伐経費 ・若い役員や協力者の確保もできているので他の維持管理業務は特に

今問題なし 

・特にない 

・区民の氏神であるから、区が責任をもって維持管理してきた。今後も、そのようにあるべきである。

氏子総代は、区の役員が勤めてきた。今後も変らないと思う。 

・存続したいですが、祠の傷もきつく、いつまでもつかわかりません。が、なんとか補修しながら維持

したい。 

・清掃程度の管理しかしていない。詳細を知ってるものがおらず、運営をしていくのは難しい。 

・現在は隣組単位で毎月 1回掃除を行っている（4月と 10月に幟立て） 

・神社周辺の樹木が大きくなり、伐採したいが経費と方法が心配。 

・祠が野獣の食害にあっている 

・境内に清掃は、隣組の輪番制で実施している。本殿の老朽化が著しいため、改修を考える時期がきて

いる。 

・壮健会が参道の草刈り等を実施 維持管理している。屋根の改修が必要となっている。 
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・毎年、代表者が京都市の愛宕神社に参拝し、御礼を授かり持ち帰っている。また、参道の整備を例祭

の前に実施している。神社の状態については、参道整備と例祭の時に確認するだけで、日々の管理は

できていない。 

・瓦がズレ落ち雨漏りがするほど”祠”の傷みが激しく、現在、改修検討委員会を立ち上げ、改修に向

けて取り組んでいます。今年中には改修工事を終わらせる予定です。 

・1、奉賛会、氏子の組織の確立 2、建物維持管理費の調達が困難である。予算がない。3、参道整備費

の調達が困難である。予算がない。4、狛犬（牛他）像の修復 

・建物がいたんだら、区会計からお金をだして修理をしています。 

・昭和の初期より昨年（令和 2年度）まで区では宮当番を 2世帯で 1年間（秋祭後から秋祭までの期間）

行っていた。宮当番は月 1回のお宮の建物内と境内の清掃と、正月飾りならびに秋祭の飾り付けが課

せられている。しかし、区民の高齢化とともに 2世帯体制では負担が大きくなり、今年度（令和 3年

度）から 4つある隣組で宮当番をすることになった。 

・宮総代 5名 ・宮当番（8組の輪番制、ただし来年から隣組組織改編を行うので、どうなるか）を中心

に、祀り事、清掃など協力して行っているが、今後、極度の老齢化、過疎化が進むので、いつの時代

か放置状態になるだろう。 

・区内は七組あり、毎月 2 回（月の中程と末）に各隣組毎に宮掃除する。行事に該当する月（正月飾、

どんどん焼、節分、春祭）も隣組で分担する。管理責任者は区長） ・課題 隣 

・区入り口付近高台に有り。若手親睦会による年 1回の草刈がどうにか行えている状態です。維持管理

はとてもむずかしいと思います 

・宮総代による定期的な清掃、簡易な補修は行っているが、経年劣化による社の損傷が見られる。特に、

鳥居の損傷が顕著であり、喫緊に何らかの補修対策が必要であると考えている。 

・「日天貝・月天貝」、「人角」など、神社にまつわる逸話も残っている等、後世に残していくべき神社で

あると考えている。 

・宮総代による定期的な清掃等は実施しているものの、社も老朽化している現状にある。※数年前に、

鳥居の損傷が激しく撤去した経験がある。また、周りが松林であるため、塩害によって枯れ木が倒れ、

社に衝突する恐れがあることから、定期的な見回りが必要である。※昨年の冬に、雪の重みにより松

が倒れ、参道を塞いだことがある。 

・毎月、町内順に清掃活動をしている 

・六部落の氏子から成り立っていまして、区の宮総代さんを中心とし、今後も大切な神社を守っていき

たいです。 

・現在、修理の予定はありません。又荒神さんという行事を毎年 10月に行っていますが、中学生以下で

花かざりや神社の中にこもって食事をしていたが今は区長組長で準備を行っています。大人の行事と

なっていますが今後昔のように子供の行事となる事は考えにくい。 

・宮司さんと話し合いをしていく 

・今のところ特になし 

 

〇行事に関するもの 

・行事費用の調達がむずかしくなって来る。 

・区内、人口減少の為、祭礼等難しくなって来ています。今後最小の限度で祭礼等が維持出来る方法を

考えていく必要があると思います。 
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・老朽化した社屋の改修経費 ・周囲の竹林伐採  

・少子化により相撲大会の存続危機 

・少子高齢化により、各種行事の継承がむずかしくなっています。とりわけ、一番大きな行事である祭

礼（10月実施）の継承が非常にむずかしくなっております。何とか智恵を出しながら行って行きたい

と考えていますが、先は非常に暗い状態です。又、神社（社殿等）の維持管理についても、今後多額

の修理等が必要となる事が考えられ、氏子の減少により、きびしいと言わざるを得ません。 

・子供の減少により、祭礼の実施が難しくなってきている。みこし巡行の担手不足、太鼓叩き手不足 

・子供の減少により、祭礼の実施が難しくなってきている。奉納相撲を休止している（当分復活はムリ） 

・建物参道等の管理がむずかしくなっている。年 1回、区役員による除草作業等。みこし巡行の 3年に

渡る中止の影響→区民の関心の低下 

・以前、男子小学生にて冬休み「天神講」の風習があったが、今はまったくなく何 1つ行っていません 

 

〇氏子の意識に関するもの 

・神社に対する意識が年々低下してきている。 

・氏子を中心とした神社運営から文化財として区民の理解を得る必要性がある。 

・若い世代の神社への関心が少ない。修理する費用がない。 

・若い世代が少なく氏神さんへの意識もあまりない、維持管理資金もとぼしい 

 

〇そのほか 

・次世代を担う子供たちに開かれた場として公開性と文化財保存、歴史的建造物として価値を伝える活

動 

・区民への周知 

・現在、土山崩れによって、立入り禁止となっている。地区民のアンケート調査では、神社の復興を希

望するとの回答が多い。復興の方向で調整中である。 
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№３ （５）寺院の今後の維持管理についての課題（自由記述） 

 

・建物の老朽化  

・行事等参加者の減少又高齢化  

・宗教への意識の低下（不要の意見）  

・収入減のよる管理の難しさ 

・高齢化及び後継者不在により檀家減少 

・門徒の自然消滅対策  

・後継住職の結婚問題。 

・檀家数の減少により、寺割収入が減って維持管理が難しい状況に有る。 

・寺総代が 5名いますので、運営はそちらで行っており問題なしと思われる。 

・寺院・墓地・境内の大規模修繕が出たときの対応 

・建物が文化財であるため、現状を残しながら手入れをしていくことが大切。 

・過疎地域であるため檀信徒への負担が大きくならないように、また地域活性化に少しでも役立つよう

に運営していかなければならない。 

・地区内の檀家の居住者の減少  

・住職の後継者が無し 

・本堂、庫裏、蔵等の老朽化に伴う修理又は壊しの判断とその費用負担  

・兼務依頼先との関係継続期間 

・戸数の減少、離檀＝檀家の減少⇒維持管理の大変  

・毎月 1 回の隣組による清掃、7 月役員による作業、12 月役員による雪囲い作業、3 月役員による雪囲

い解体作業等高齢化により大変 

・過疎化の問題 後継者がなく、墓の管理が出来ない 

・時代の推移、信仰行動の変化、人口減等の問題があり、寺院経営、伽羅維持、日常管理、いづれも大

きな課題であり、今後、増大すると思われる。  

・寺院本来のあり方を護持しつつ、時代に合った宗教活動が求められている。 ・地域の歴史・文化を守

るという観点で、行政の支援を望む。 活動が行われており、支援要請がある場合には検討対象とする

ような文化財行政を確立していただきたい。 

・法類寺院への吸収合併を行う。両寺の責任役員の承認を得ている。事務手続きは未着手。 

・後継者の問題が一番大きいと考えられる。檀家が 50 戸程度では住職の生活の維持ができない。また

戸数が少ないと老朽化に伴う修繕等がしにくくなり（負担が大きい）寺院その他の維持がしにくい。 

・今後檀家数が減少傾向もあり、護寺、管理にも不安が残る。  

・住職（死去）さんがおられず、後任住職問題が喫緊課題。 動物が天井裏（庫裏）に侵入して荒らすこ

とがあった。新住職の早期決定 

・老朽化が進んでおり今後修理が必要になる可能性が高い 

・後継者の問題が一番大きい。 

・檀家数の減少、収入の減少、人の寺離れ 寺院の維持管理・修繕費用等 

・現時点ではありませんが、今後檀家の数が減ってくると、色々と問題が起こってくるかも知れない。 

・檀家数の減少、後継者の問題 

・本堂、庫裏などほぼ毎年、改修が必要でありその費用の負担が続く。本堂はやや狭く、行事を行う際
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に、十分とはいえない。 

・檀家の減少と高齢化 

・戸数減少が確実であり、また、町内には無人寺が半数あると聞いています。今後維持管理は当然難し

く、同じ宗派での統合が必要と考えます。また、私の菩提寺には、永代供養塔がなく、今後檀家総会

等で提案したいと考えてます。 

・建物のいたみが有り、檀家数も少なくなかなか修理も出来ませんが少しづつなおしています。 

・住職が老齢となりいろいろと心配であるが、問題に直面しない状況にあるので現在は特に問題ない。 

・檀家減少・檀家後継者の有無等により今後の維持管理に影響が出て来ることが予想される。 

・老朽化しており今後の管理が課題 

・どこの寺もだと思いますが、後継者問題。職業として、寺の住職には魅力が無いように思う。それと、

高齢者が多く、若者が少ない。今後、檀家数は少なくなっていくと思える。まずは、市等で人口減少

には止めが必要。 

・次の住職は未定で、今後は町内の同じ宗派寺院、本山と相談をして、上記にあるように檀家の皆様の

考えを確認しながら、検討したいと思っています。 

・墓地の管理 後継者の問題 

・住職の後継者  

・檀家数の減少 

・檀家数が少なく大変だと思う 

・元々檀家数も少なく、年々減少してきてる為維持管理がむずかしい。 

・常駐ではないので日々の管理ができない（今年冬の水道管の破損）。  

・台風対応等、災害時の対応に苦慮 

・檀家が少ないので負担が多い。 

・建物老朽化と建物付近の雑木管理が出来ない。檀家数の減少（離檀する方もあり） 

・寺割、法号料等の徴収、寺の維持管理費の軽減 

・無住のため、建物その他老朽化が進み維持管理が年々困難 

・檀家の世帯、人口が減少してきており維持管理が年々むずかしくなってきている 

・檀家の高齢化、墓地の管理（離檀等）のむずかしさ、住職の病気 

・檀家数の減少、高齢化、役員のなり手不足など 

・兼務寺になったため、定期的なそうじ（室内、寺周りの草刈りなど）が必要  

・建物の修理に莫大な費用がかかる。  

・新しい住職を迎えるかどうか。 

・檀家数が減ってきている 

・建物の老朽化、檀家数の減少 

・庵寺として現存するが、今は参る老人も無く屋根も老朽化して、修理困難の状態 

・檀家の減少により、施設維持が困難になる。住職の後継者の問題 

・屋根から雨もりがしており、ビニールシートをかけている。修繕したいが費用がばく大であり、しあ

ん中 

・檀家の高齢化 檀家の減少 

・檀家数の確保 修繕費用等の確保 

・住職が他寺と兼務されていく。今後の寺の管理や檀家数の維持が難しくなっている 
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・古くなった電気の配線の点検 

・檀家の減少 

・寺の運営に区は関与しておらず、回答は控えます。墓地管理は区がやっておりますが正徳院の檀家に

限定されておりません 

・建物の維持管理 後継者 

・檀家数が少なく維持に苦労します 

・高齢化で存続が難しい（掃除、草刈り、幟立…） 

・維持管理していく資金が不足しており、困っている。 

・少ない檀家でお寺を守るのは大変だが、守っていきたい。 

・檀家の減少 

・老朽化にともない、これからの維持管理が大変です。 

・住職家族が生活しており、護寺会組織もあるため日常的管理はできているが、大規模改修が必要とな

った場合の財源確保がむずかしい。 

・維持管理が厳しくなっている。墓地が高い所にあり、掃除や墓参りが困難となっている。 

・昔は講もあったようだが、現在は参拝する人は見られない。6畳敷程度の拝殿がある。 

・維持管理にかかる費用 

・住職が不在となり、兼務してもらっている。区内の檀家が毎月交代で本堂と庫裡の掃除、草刈りを実

施している。檀家の数が少ないので、今後の建物等の維持管理に負担が多くなってくる。 

・課題はやはり維持管理の問題です。檀家の高齢化と減少、統合は避けられないでしょう！！ 

・寺院の老朽化に伴い、将来の修復費が課題。 

・修繕費がまかなえない。 
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      京丹後市文化財保存活用地域計画 令和３年度地区アンケート       №１ 

 

                             【    町       区】 

 

１．京丹後市ホームページ「ふるさと情報」に公開されている区の紹介ページを同封しています。 

 

（１）このページに紹介されている歴史遺産、自然遺産、文化財などの場所を同封の地図にご記入

ください。 

（２）このページに紹介されていない歴史遺産、自然遺産、文化財などがありましたら、お教えく

ださい。またその場所を同封の地図にご記入ください。 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

２．区内にある歴史遺産、自然遺産などで、これまで区で整備や広報を行い、活用を図ってきたも

の、区外の方に自慢できるものがあればお教えください。またその場所を同封の地図にご記入くだ

さい。 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

 ご記入者【           】、連絡先【                   】 
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      京丹後市文化財保存活用地域計画 令和３年度地区アンケート       №２ 

 

                             【    町       区】 

 

２．区内の神社についてお教えください。  

 （複数の神社がある場合は、お手数をおかけしますが、アンケート用紙をコピーしていただき、 

１つずつご記入ください。市で把握しているものは別紙の通りです。） 

 

（１）神社名 （                                  ） 

 

（２）宮 司 ア．常駐 イ．兼務 、宮司名（                     ） 

 

（３）氏子の範囲 

 ア．複数の区にまたがる  イ．区全体  ウ．隣組  

 エ．そのほか（                                  ）  

 

（４）神社の維持管理に対する氏子の意識 

 ア．今後も残していきたい  イ．他の神社と統合したい  ウ．廃止したい、 

 エ．そのほか（                                  ） 

 

（５）神社の今後の維持管理についての課題をお教えください。 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

 

※神社の年間行事がわかる資料があれば、ご提供いただけるとありがたいです。 

 

 ご記入者【           】、連絡先【                   】 
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      京丹後市文化財保存活用地域計画 令和３年度地区アンケート       №３ 

 

                             【    町       区】 

 

３．区内のお寺についてお教えください。 

 （複数のお寺がある場合は、お手数をおかけしますが、アンケート用紙をコピーしていただき、 

１つずつご記入ください。またお寺のある地区で集約をお願いできればありがたいです） 

 

（１）寺院名 （                                   ） 

 

（２）住 職 ア．常駐 イ．兼務 、住職名（                     ） 

 

（３）檀家数 （         戸） 

 ※檀家の範囲 ア．区内が多い  イ．区外が多い  ウ．市外が多い  

   そのほか（                                   ） 

 

（４）お寺の維持管理に対する檀家の意識 

 ア．今後も残していきたい  イ．他のお寺と統合したい  ウ．廃止したい、 

 エ．そのほか（                                  ） 

 

（５）寺院の今後の維持管理についての課題をお教えください。 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

                                           

※お寺の年間行事がわかる資料があれば、ご提供いただけるとありがたいです。 

 

 ご記入者【        】、連絡先【                      】 
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      京丹後市文化財保存活用地域計画 令和３年度地区アンケート       №４ 

 

                             【    町       区】 

 

４．区内の祭り（神社の祭り）についてお教えください。 

（複数の祭りがある場合は、お手数をおかけしますが、アンケート用紙をコピーしていただき、 

１つずつご記入ください。市で把握しているものは別紙の通りです。） 

 

（１）祭りのある神社名をお教えください （                     ） 

 

（２）祭りの行われる時期を教えてください。  ア．春  イ．夏  ウ．秋  エ．冬  

 

（３）祭りの内容についてお教えください 

 

●神輿巡行 

 ア．あり  イ．なし 

 ※「あり」の場合、どのようにして巡行されていますか？ 

   <ア> 担いで巡行  <イ> 台車に乗せて巡行  <ウ> 自動車に乗せて巡行  

   <エ> そのほか（                                ） 

 

●祭礼行列に加わるもの 

 （令和３年４月時点で実施しているものは〇、休止しているものは×でご記載ください）。 

 ア．御幣  イ．傘鉾  ウ．剣鉾  エ．のぼり  

 

●屋台を伴うもの 

 （令和３年４月時点で実施しているものは〇、休止しているものは×でご記載ください）。 

 ア．太鼓台 イ．太鼓輿 ウ．だんじり エ．屋台 オ．山屋台 カ．山車 キ．芸屋台 

 ク．楽台 ケ．楽屋台 コ．楽打ち 

 ※どのようにして巡行されていますか 

   <ア> 担いで巡行  <イ> 台車に乗せて巡行  <ウ> 自動車に乗せて巡行  

   <エ> そのほか（                                ） 

 

●民俗芸能 

 （令和３年４月時点で実施しているものは〇、休止しているものは×でご記載ください）。 

 ア．田楽 イ．踊子 ウ．笹ばやし エ．神楽 オ．太刀振 カ．三番叟 キ．ちいらい踊り 

 ク．刀踊 ケ．花踊 コ．奉納相撲 サ．奴振 

 シ そのほか （                                   ） 
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（４）組織について 

 ア．区で実施  イ．保存会で実施  ウ．そのほか（                 ） 

 

（５）担い手について 

 ア．十分足りている イ．何とか足りている ウ．不足している  

 エ．そのほか（                                    ） 

 

  ※「不足している」場合、人手の確保方法は？ 

 <ア>地区出身者に声をかける <イ>親戚に依頼している <ウ>アルバイトを依頼している  

 <エ>そのほか（                                    ） 

 

（６）区民の祭りに対する意識 

 ア．今後も伝えていきたい イ．続けることが厳しい ウ．他の地区と統合したい  

 エ．廃止したい  オ．休止中 

 カ．そのほか（                                   ） 

 

（７）衣装や道具類 

 ア．足りている イ．不足している  

 ウ．そのほか（                                   ） 

 

（８）道具の保管場所とスペース 

 保管場所（                                     ） 

 ※スペースは 

  ア．十分ある  イ．ちょうどくらい ウ．足りない  

 

（９）過去に使っていた道具類  

 ア．残っている イ．廃棄した  

 

（10）映像記録の有無 

 ア．京都府作成のものがある イ．ケーブルテレビ撮影のものがある  

 ウ．区作成のものがある   エ．個人で撮影したものがある  

 オ．ない カ．そのほか（                           ） 

 

 

 

 

 ご記入者【        】、連絡先【                      】 
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【　　　　町　　　　　　　区】

実施
かつて

あった

初詣【　　　　　　　　　　　　　　　　】

互例会【　　　　　　 　　　　　　　　】

榊さし【　　　　　　　　　　　　　　　】

御札立て【　　　　　　　　　　　　　】

勧請縄【　　　　　　　　　　　　　　】

嫁の尻はり【　　　　 　　　　　　　】

キツネガリ、キツネ返し【　　　　　　】

七草【　　　　　　　　　　　　　　　】

ドンド、ドンド焼、ドウドウヤ
【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

日待ち【　　　　　　 　　　　　　　】

三夜待ち【　　　　  　　　　　　　】

節分、節分こもり【　　　　　　　　　】

節分太鼓【　　　　　　　　 　　　】

社日祭、社日さん【　　　　　　　　　】

サナボリ、サノブリ、サナブリ
【　　　　　　　　　　　　　　　　　】

雨乞い【　　　　　　　　      　　　】

虫送り、ぬか虫送り【　　　　　　　　】

茅の輪くぐり【　　　   　　　　　　　　】

水無月祭、川すそ祭り、川そそ祭り
【　　　　　　　　　　　】

松上げ【　　　　　  　　　　　　】

盆踊り【　　　　　　　　　　　　】

地蔵盆【　　　　　　　　　　　　　　　】

施餓鬼【　　　　　　 　　　　　】

送り火【　　　　　　　　　　　　】

灯籠流し【　　　　　　 　　　　】

しめ縄作り【　　　　　 　　　　】

神送り、神迎え

いのこ【　　　　　　　　  　　　】

５．年中行事について

京丹後市文化財保存活用地域計画　令和３年度地区アンケート　　　　　　　№5

　地区で行われている（かつて行われていた）行事についてお教えください。また詳しい資料があればご提供いただけるとありがた
いです。

令和3年4月現在（な

い場合は記入不要

です）
行事名　（地区独自の行事名が

あれば【　　　　　　　】にご記入下さい）

実施
日時

場所（公民

館、各家、神

社など）

内容（わかる範囲で）
休止時期

（休止の

場合）
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実施
かつて

あった

奉納相撲【　　　　　　　　　　】

トウヤ、当夜【　　　　　　　　　　　】

山の神【　　　　　　　　　　　】

田の神【　　　　　　　　　　　】

秋葉さん【　　　　　　　　　　　】

愛宕さん【　　　　　　　　　　　】

マンドロ、マンドリ【　　　　　　　　】

庚申講

山の神講

二十三夜講

日待講

荒神講

氏神講

伊勢講

太神宮講

天王講

稲荷講

天神講

八幡講

大師講

観音講

妙見講

梅花講

念仏講

恵比須講

文殊講

地蔵講

秋葉講

愛宕講

行者講

大峯山講

祇園講

そのほかの講【　　　　　　　　　　】

たくさんあった講をまとめて実施

そのほかの行事があればご記入くださ
い

ご記入者【　　　　　　　　　　　】、連絡先【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

行事名　（地区独自の行事名が
あれば【　　　　　　　】にご記入下さい）

令和3年4月現在（な

い場合記入不要） 実施
日時

場所（公民

館、各家、神

社など）

内容（わかる範囲で）
休止時期

（休止の

場合）
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