
 
 

平成２９年３月７日 
 

「ふるさと文化財の森」の設定について 
 

 
１．設定書の交付式 

 

   日時：平成２９年３月１４日（火） １４：００～１４：３０ 

   場所：文化庁長官室（旧文部省庁舎５階） 

 

２．今回の設定地一覧 

 

 材 種 名 称 所在地 所有者 管理者 

１ 檜皮
ひ わ だ

 
志波彦
し わ ひ こ

神 社 鹽竈
しおがま

神社境内林 
宮城県塩竈市一森山 

志波彦神社鹽

竈神社 

志波彦神社鹽

竈神社 

２ 檜皮 丹波
た ん ば

原皮師
もとかわし

養 成

林 

兵庫県丹波市山南町
さんなんちょう

小畑
おばたけ

字丑寅谷
うしとらだに

 
丹波市 

ほか 1 名 

丹波市 

ほか 2 名 

３ 
木材 

(ｲﾇﾏｷ) 
野原鏡原
のばるかがみばる

イ ヌ マ

キ林 

沖縄県宮古島市上野

字野原鏡原 
宮古島市 宮古島市 

 

３．「ふるさと文化財の森」の設定の概要 

 

 国宝や重要文化財などの文化財建造物を修理し，後世に伝えていくためには，木材や檜皮
ひ わ だ

，

茅
かや

，漆などの資材の確保と，これに関する技能者を育成することが必要です。 

 このため，文化庁では，文化財建造物の修理に必要な資材のモデル供給林及び研修林と

なる「ふるさと文化財の森」を設定しています。また，この「ふるさと文化財の森」は，

修理用資材を通じて文化財保護への理解を深めることも目的としています。 

 今回，文化庁では，この趣旨に賛同いただいた所有者等の申請に基づき，平成２９年３

月１４日付けで新たに３か所の「ふるさと文化財の森」を設定します。１，２の檜皮につ

いては，古代から社寺を中心とする建築に用いられてきた，代表的な屋根葺材料のひとつ

文化庁では，ふるさと文化財の森システム推進事業の一環として，新たに３か所の「ふ

るさと文化財の森」を設定することに決定しましたので，お知らせします。 



です。檜の立木から採取し長方形に整形した皮を何枚も積み重ねて葺くことによって，優

美な曲線の屋根をかたちづくります。３のイヌマキについては，湿気に強く，耐蟻性や耐

久性に優れた材質であり，沖縄・奄美地方においては一級の建築材です。現在，イヌマキ

は，戦前・戦後の乱伐及び林業の衰退により極めて希少な木材となっています。 

 これによって，「ふるさと文化財の森」は合計７１か所となります。 

 

４．参考資料 

 

（１）今回の設定地 

（２）ふるさと文化財の森システム推進事業について 

（３）文化財建造物の修理について 

（４）これまでの「ふるさと文化財の森」設定地一覧 

 
 
 
 

  

 ＜担当＞ 文化庁文化財部参事官（建造物担当） 

  参事官    熊本 達哉（内線 2790） 

  補 佐    中島 充伸（内線 2791） 

  修理指導部門 上野，田中，豊田（内線 2796） 

   電話：03－5253－4111（代表） 

      03－6734－2792（直通） 



参考資料１（今回の設定地） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．志波彦神社鹽竈神社境内林 

２．丹波原皮師養成林 

３．野原鏡原イヌマキ林 



 

 

 

 

 





参考資料３



参考資料４

「ふるさと文化財の森」設定地一覧 平成28年3月18日現在

1 漆 浄法寺漆林 岩手県二戸市

2 木材（アカマツ） 岩手大学滝沢演習林 岩手県岩手郡滝沢村

3 茅（ススキ） 大内宿茅場 福島県南会津郡下郷町

4 檜皮 羽賀寺境内林 福井県小浜市

5 檜皮 明通寺境内林 福井県小浜市

6 檜皮 吉川八幡宮境内林 岡山県加賀郡吉備中央町

7 檜皮 八幡神社境内林 岡山県加賀郡吉備中央町

8 檜皮 大和神社境内林 岡山県加賀郡吉備中央町

9 木材（サワラ） 東京大学秩父演習林 埼玉県秩父市

10 檜皮 日竜峰寺境内林 岐阜県関市

11 檜皮 観心寺境内林 大阪府河内長野市

12 檜皮 金剛寺境内林 大阪府河内長野市

13 檜皮 意賀美神社境内林 大阪府泉佐野市

14 檜皮 京都大学徳山試験地 山口県周南市

15 い草 八代地域い草圃 熊本県八代市

16 茅（カリヤス） 金沢湯涌茅場 石川県金沢市

17 檜皮 大瀧神社境内林 福井県越前市

18 木材（ヒノキ） 紀北町速水林業ヒノキ林（井出地区） 三重県北牟婁郡紀北町

19 木材（ヒノキ） 紀北町速水林業ヒノキ林（大田賀平尾地区） 三重県北牟婁郡紀北町

20 木材（ヒノキ） 吉田本家山林部ヒノキ林 三重県多気郡大台町

21 漆 夜久野丹波漆林 京都府福知山市

22 茅（ススキ） 岩湧山茅場 大阪府河内長野市

23 茅（ススキ） 上品山茅場 宮城県石巻市

24 苧殻 鹿沼野州麻畑 栃木県鹿沼市

25 木材（ヒノキ・スギ） 秦野市諸戸林業ヒノキ・スギ林 神奈川県秦野市

26 檜皮 雲峰寺境内林 山梨県甲州市

27 木材（ヒノキ・スギ） 亀山市諸戸林業ヒノキ・スギ林 三重県亀山市

28 木材（スギ） 智頭町有スギ林 鳥取県八頭郡智頭町

29 い草 備後熊野い草圃 広島県福山市

30 七島い 国東地域七島い圃 大分県国東市

31 木材（スギ・ヒバ） 岩手大学御明神演習林 岩手県岩手郡雫石町

32 茅（ススキ） なかなた茅場 福井県小浜市

33 檜皮 おおい町福谷地区ヒノキ林 福井県大飯郡おおい町

34 木材（クスノキ） 東京大学樹芸研究所クスノキ林 静岡県賀茂郡南伊豆町

35 木材（スギ・ヒノキ） 新城市昭典木材スギ・ヒノキ林 愛知県新城市

36 檜皮 千石谷のスギ・ヒノキ林 大阪府河内長野市

37 木材（スギ・ヒノキ） 岡山県有スギ・ヒノキ林（御大典記念林） 岡山県津山市

38 檜皮 西上山林組合ヒノキ林 岡山県津山市

39 漆 山形市村木沢漆林 山形県山形市

40 漆 長井市草岡漆林 山形県長井市

材種 名称 所在地



41 漆 西川町漆林 山形県西村山郡西川町

42 茅（ススキ） 朝霧高原茅場 静岡県富士宮市

43 茅（ススキ） 日名倉山茅場
兵庫県佐用郡佐用町、
岡山県美作市

44 檜皮 九州大学福岡演習林ヒノキ林 福岡県糟屋郡久山町

45 木材（クスノキ） 九州大学福岡演習林クスノキ林 福岡県糟屋郡久山町

46 木材（クリ） 二戸市金田一川地区クリ林 岩手県二戸市

47 木材（スギ） 山形大学上名川演習林 山形県鶴岡市

48 茅（ススキ） 高エネルギー加速器研究機構茅場 茨城県つくば市

49 木材（スギ・ヒノキ） 川上村有スギ・ヒノキ林（下多古地区） 奈良県吉野郡川上村

50 檜皮 岩国市倉谷市有林（錦帯橋備蓄林） 山口県岩国市

51 木材（スギ・ヒノキ） 鍋島林業スギ・ヒノキ林 長崎県雲仙市

52 木材（スギ・ヒノキ） 德川の森スギ・ヒノキ林（天竜院地区） 茨城県常陸太田市

53 茅（カリヤス） 牧の入茅場 長野県北安曇郡小谷村

54 茅（ヨシ） 西の湖近江八幡葭生産組合葭地 滋賀県近江八幡市

55 茅（ヨシ） 西の湖佐々木土地葭地 滋賀県近江八幡市

56 檜皮 金剛峯寺寺有林 和歌山県伊都郡高野町

57 檜皮 中津峰山ヒノキ林（中津家山林） 徳島県徳島市

58 檜皮 西予市明石寺ヒノキ林 愛媛県西予市

59 茅（ススキ） 千貫石茅場 岩手県胆沢郡金ケ崎町

60 茅（カリヤス） 五箇山上平茅場 富山県南砺市

61 木材（アカマツ） 大川原アカマツ林（四宮家山林） 徳島県名東郡佐那河内村

62 茅（ススキ） 京柱峠茅場 徳島県三好市

63 茅（ススキ） 遠野茅場 岩手県遠野市

64 木材（キリ） 三島町キリ林 福島県大沼郡三島町

65 茅（カリヤス） 五箇山相倉茅場 富山県南砺市

66 檜皮 浅間神社摂社山宮神社境内林 山梨県笛吹市

67 檜皮 賀茂神社境内林 愛知県豊橋市

68 檜皮 瓦屋禅寺境内林 滋賀県東近江市

    （設定年月日） １～８：平成１９年３月２７日，９～１５：平成２０年３月２８日（１５：追加設定 平成２２年４月２２日）  

１６～２２：平成２１年３月３１日，２３～３０：平成２２年４月２２日，３１～３８：平成２３年５月２日

３９～４５：平成２４年３月２日，４６～５１：平成２５年３月２５日，５２～５８：平成２６年３月２４日

（５４：追加設定 平成２６年９月１日），５９～６２：平成２７年３月２４日

６３～６８：平成２８年３月１８日




