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ABSTRACT 

Worshipped Gods is akehaya-Susanoo-No-Mikoto and Amaterasu-ōmikami and is God who made a cause 

to be covered to Iwato (cave).  Foundation is 807years.  Enshrined is a patron saint of the Ibaraki village 

after the middle Ages. 

Honda Wake-No-Mikoto（Another name of the 15th Emperor Ojin） and  Kasuga-gongen of Haishi is 

God who opened Iwato (cave) by power. Ame-no-koyane-no-mikoto is an ancestor of Mr. Huziwara, also 
referred to as Ama-no-terikio-no-mikoto、kasuga-no-kami, onda Wake-No-Mikoto, and Hachiman-jin.     

The enshrined deity of Ama-no-iwatowake-shrine in Saijin is Ama-no-iwatowake-no-mikoto: 
Ama-no-terikio-no-mikoto, Ama-no-uzume-no-mikoto, Toyokuni-jin (Toyotomi Hideyoshi) and Tōshō-jin 

(Tokugawa Ieyasu). Shrine Ranking of Engishiki-Naisha is Gousha (1909). ShikiNai Shrine is 
Ame-No-Iwatowake Shrine. 
The main shrine of Ibaraki Shrine constructed it only in a main shrine in 1622 and was constructed in 

Hiwadabuki in 1880. Furthermore, it was exchanged with a current copper sheet to 1929. It is 
enshrined for 807 years, and a Shinto shrine according to the sky point on the abdomen of Okumiya is a 
former shrine. In 1622, I dedicated it by the foundation of the main shrine as a deepest-placed shrine. 
Architecture of the main shrine is kasuga-zukuri, and right and left are copper thatching the roof with 

shingles. Existing Hukudou built it in 1974. In addition, in 1622, there is a souden worshiping the 
Kasuga-jin・Hachiman-jin and seiden worshiping Susanowo. 

Haiden and Heden were constructed in Hiwadabuki in 1880, and it was reroofed in 1929 by a current 

copper sheet. Architecture is a copper shingle roof of the gongen-zukuri style. Sessha of the Shinto 
shrine is only Koutai-zinguu. Massha of the shrine is Inari-jinja, Tenman-gū, Atago-jinja, Aizihara 
-jinja, Tagazinja-jinja, Koutai-jinja, Kotohira-jinja, Itsukushima-jinja, Ebisu-jinja. 

Otorii of the south approach is erection of 1902. It was removed and rebuilt later on the east 
approach to a shrine. Torii is 12 engines (a maximum of 4.98m, an average of 3.10m, 2.16m at the 

minimum). A stone Tourou is 49 engines (a maximum of 4.70m, an average of 2.13m, 1.39m at the 
minimum). 
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1．はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを

目的としている。本稿は、大阪府茨木市元町、茨木地域である茨木神社で行っ

た洞窟環境 NET 学会の総合学術調査(2014)報告の一部である。（写真 1-1）。 

茨木神社の概要は、次のとおりである。 

①主祭神は建速素戔嗚尊（ﾀｹﾊﾔｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）：天照大神が岩戸に隠れる原

因を作った神である。②勧請神は、中世以降の茨木村の氏神。③神社創建は、

大同 2（807）年である。④配祀は、天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ）：春日権現とも呼

ぶ）と誉田別命（ﾎﾝﾀﾞ ﾜｹﾉﾐｺﾄ）は第１５代応神天皇と同一）である。藤原氏の祖、

春日大神・誉田別命・八幡大神(天照大神も聴きほれ）、天手力男命 (ｱﾏﾉﾃﾘｷｵﾉﾐｺﾄ）とも呼ぶ岩戸を力ずくで開

けた神である。 

第１５代応神天皇は、四世紀の後半に成立した河内王朝の開祖である。この王朝の痕跡は、河内地域に分布す

る巨大な前方後円墳である。河内王朝については、日本書紀にある記載を含めた諸説あるが、西暦 270 年から 531

年の第 15 代応神天皇から第 25 代武烈天皇までを整理してその歴史的背景と共に考察できる。応神天皇は、新羅・

高句麗・百済・中国といったアジア地域との国際関係についても深い密接な国際交流があったと論考できる。 

河内王朝説を提起する東洋史学者の岡田英弘によると、歴史上で存在したことが確かな天皇は仁徳天皇からで

あるとして、この王統を河内王朝と称している。 

我々は、そうした歴史背景を抑えつつ茨木神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さら

に文献等によって神社及び周辺の歴史の由来についても調査研究を行った。本稿は、古代国家の命運を決定づ

 

写真 1-1 茨木神社の平面図 



 3

けた舞台としての茨木神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。既存の神社鳥居の関連資料情報を収集し

て、調査との規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示す事実を明らかにしたい。国内において、

神社鳥居の関連資料に関する報告はこれまで皆無である。 

住民発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要で

ある。調査団は、第１５代応神天皇離宮である難波大隅宮との関係を考察した。その結果、筆者らは鳥居の笠木(上

端と下段)と貫（上端と下段)について回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。今後の研究課題として、神社

の保全と環境問題などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査であつたため、未解明の事項が少なくな

い。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際化時代に相応すべく、

神社の由来については多国語（日本語・英語・韓国語）の翻訳を添付した。 後に、神社の年表と内容を纏めること

ができた。 

 

2．茨木神社の資料 

2-1.茨木城搦手門 
茨木城は建武年間(1334～1336 年)に楠正成が築いたと伝えられ、城主はしばしば変わったが特に有名な人

物は中川清秀と片桐且元である。城郭の位置は現在の茨木小学校付近に本丸があり城郭の跡は残っていない

がわずかに茨木神社東門が茨木城の「搦手門」を移築したものとされている。その他、大手門、殿町、本丸

などの地名や町並みに残るＴ字路がかつて城下町であったことをあらわしている（写真 2-1）。 
 

   

写真 2-1.茨木城搦手門の由来文と写真 2-2.黒井の清水の井戸と石碑 

 

2-2.黒井の清水 

大阪府全誌によると 茨木市には、その昔、黒井の他に赤井、青井といった井戸があった。「赤井」は天石

門別神社の社殿の下にあり、宿久庄の「青井」、「黒井」とともに島下郡三清水われる。豊臣秀吉の茶の湯に

供したと伝えられている。明治 44（1911）年に三島地区で陸軍大演習が催された析、皇太子殿下（後の大正天皇）

の御用水としても献上されました。黒井清水（碑と井戸）は、 茨木神社の 奥(愛宕神社裏）には黒井の清水と

いう井戸がある。碑には東宮殿下御用命とあり、四宮大佐書と書かれている（写真 2-2）。 

 

2-3.参集殿・神輿庫 

昭和 41（1966）年、それまでの社務所を建て替え、２階は、式場・写場・衣裳室を備えた結婚式場として、また諸会

合・祭典時の斎館として利用。平成 3（1991）年、御大典記念事業として建設され、参集室は諸会議・研修の場として、

また結婚披露宴の場としてご利用。夏の風物詩として親しまれている夏祭の鳳輦－社・子供神輿六社等が展示収

納されている。 

 
2-4.茨木神社の主な祭事 
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表 2-1.茨木神社の主な祭事（月次祭：毎月１日・１５日） 

1 月 
お正月： 初の祭典、十日戎：福娘、左義長神事・

とんど 
2 月 

節分祭・雅楽奉納と鎮魂星祭、紀元祭：初代の

神武天皇様即位、稲荷神社例祭、天満宮礼祭 

3 月 
皇太神社例祭 

4 月 
人形奉焼祭、愛宕神社例祭、祈年祭（春祭）、奉

賛会厄除安全祈願祭、多賀神社例祭 

6 月 大祓・輪くぐり神事、主原神社例祭 7 月 夏祭（江戸時代中期から） 

9 月 事平神社例祭 10 月 例祭、皇太神社例祭 

11 月 
七五三詣、恵美須神社例祭、天石門別神社記念

祭、新嘗祭、厳島神社例祭 
12 月

天長祭、大祓・除夜祭 

 

◎鎮魂星祭 （2 月 3 日）：この祭りは深夜に斎行される。各人のもって生れた星をまつり、弱くなった魂を奮い立たせ

て活力ある清々しい魂に改め、諸々の厄災を除き、無病息災・延命長寿を祈願する神事である。 

◎大祓・輪くぐり神事 （6 月 30 日）：大祓いは古来全国の神社で絶えることなく斎行されており、私達が日常生活の

中で知らず知らずのうちに犯している罪穢れを大神様の御力にすがって祓い清める大切な神事である。併せて当

社主祭神である素盞鳴尊の故事に基づいた茅の輪くぐり神事が行われる。半年の間に知らず知らずのうちに犯した

罪穢れを消滅し本来の姿に取り戻す神事である。 

◎夏祭り（7 月 13・14 日）：江戸時代中頃より受け継がれる夏祭りは、摂津国「島下郡の祇園祭」と呼ばれています。

祇園祭は古来より、疫病がはやる夏の季節に、神様の御守護により、疫病や様々な厄災からお守り戴こうという信仰

から始まったとされています。大神様には年に一度氏子地域を巡り、ご覧いただき、御神慮をお慰めする神輿渡御

が毎年盛大に斎行されている。 

 

3.茨木神社の和文由来と現在 

3-1. 茨木神社の和文由来と現在 

茨木神社の創祀は大同 2（807）年坂上田村麻呂が荊切の里（地名「茨木」の由来）

を作った際、今は奥宮となっている天石門別（ｱﾏﾉｲﾜﾄﾜｹ）神社を 初に創建したこと

に始まると伝えられている。この神社は平安時代の延喜 5 年（927 年）に編纂された「延

喜式」巻第九に摂津国島下郡 17 座の一つとしてこの神社の名が記されている。それは

天石門別神社が編纂当時は官幣社として尊崇されていた神社であったことを意味し、

今日では特に式内社と呼ばれている。 

天石門別神社のご祭神は天手力男命（ｱﾒﾉﾀｼﾞｶﾗｵﾉﾐｺﾄ）であり、清廉で力量に優

れた神様で、天照大神が天岩戸にお隠れになった際、大力でその戸を開けて大神を

外にお出ししたという神話はよく知られている。また天宇受命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ）はその際、

天岩戸の前で楽しく舞い踊り、大神のみ心を慰め、世を明るくされた美しい女神である。 

中世に入り楠木正成公が村近くに砦を築いて後、戦国時代には城郭が整えられ惣構形成によって、茨木村はそ

れまでの農村的集落から城下町へと変貌し、その過程で天石門別神社も現在地へ奉遷された。茨木城主中川清秀

も当社への崇敬の念篤く、当社への狼籍を厳しく禁止する禁制の高札を掲げるとともに、天正 8 年（1580 年）には神

領 13 石を寄進した。 

この時代、「摂津名所図会」（寛政十年（1798 年））および社伝によると高槻城主高山右近が、織田信長に倣い神

社仏閣を焼却する際に、信長が天照大神、春日大神、八幡大神および牛頭天王（建速素盞鳴尊（ﾀｹﾊﾔｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）

の諸社は焼くべからずとしたので、天石門別神社を「牛頭天王社」と偽称し、焼却を免れたと伝えられている。そして、

元和 8 年（1622 年）牛頭天王、春日大神、そして八幡大神、を祀る社殿を新たに築いて本殿とし、天石門別神社を

奥宮として今日に至っている。 

明治 5（1930）年、明治の社格制度により茨木神社が「郷社」に列せられたが、氏子による元宮天石門別神社への

写真 3-1.神社平面図 
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社格授与嘆願運動が起こり、明治12（1937）年郷社に列することになり、一境内に郷社が二社ある全国でも珍しい神

社である。      

 

表 3-1.大阪府茨木市、茨木（いばらき）神社の日文詳細資料 

1 主祭神 建速素戔嗚尊（ﾀｹﾊﾔｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）：天照大神が岩戸に隠れる原因を作った神 

2 神社創建 大同 2（807）年 

3 勧請神 中世以降の茨木村の氏神。 

4 配 祀  

誉田別命（ﾎﾝﾀﾞ ﾜｹﾉﾐｺﾄ：第１５代応神天皇と同一）、 

天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ：春日権現とも呼ぶ）、藤原氏の祖、春日大神・誉田別命・

（八幡大神）、天手力男命(ｱﾒﾉﾀｼﾞｶﾗｵﾉﾐｺﾄ）とも呼ぶ 岩戸を力ずくで開けた神で

ある。 

5 祭 神 
天石門別神社の祭神は天石門別命(ｱﾏﾉｲﾜﾄﾜｹﾉﾐｺﾄ)＝天手力男命(ｱﾒﾉﾀｼﾞｶﾗｵﾉﾐｺ

ﾄ）、 天宇受売命(ｱﾏﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ)、豊国神(豊臣秀吉）、東照神(徳川家康） 

6 社格等 延喜式内社、郷社(明治４２（１９０９）年)。式内神社は天石門別（ｱﾒﾉｲﾜﾄﾜｹ）神社 

7 例 祭 
①とんど（1 月 15 日）、②節分祭・鎮魂星祭（2 月 3 日）、③大祓・茅の輪くぐり（6 月 30

日）、④夏祭（7 月 13-14 日）、⑤例祭は 10 月 9-10 日（元郷社）他    

8 宮 司 岡市正規（大阪府神社庁 副庁長） 

9 鎮座地 567-0882 大阪府茨木市元町 4 番 3 号  茨木（いばらき）神社 

10 交通手段 
阪急京都線・茨木市駅より徒歩 約 10 分 

JR 東海道線・茨木駅より徒歩 約 15 分 

11 位 置 北緯 34 度 49 分 5.9 秒 東経 135 度 34 分 12.7 秒  

12 標 高 13ｍ 

13 電話・FAX TEL：072-622-2346 FAX：072-624-5474 

14 本 殿 

茨木神社の本殿は 1622 年、本殿のみで建造し、1880 年は檜皮葺きで建造された。

さらに、1929 には現在の銅板の葺替えられた。奥宮の天石門別神社は 807 年に

鎮座され元宮である。1622 年、本殿の創建により奥宮として奉斎された。建築様

式としたは、本殿は春日造り、左右は流造の銅板葺である。現覆屋は 1974 年に造

営した。1622 年、素盞鳴尊(ｽｻﾉｦ）を祀る正殿と春日神・八幡神を祀る相殿がある。

15 拝 殿 
弊殿と拝殿が 1880 年に檜皮葺きで建造され、1929 年に現在の銅板葺きに葺き替

えられた。建築様式は権現造の銅板葺である。 

16 摂 社 皇大神宮 

17 末 社 
①稲荷神社、②天満宮、③愛宕神社、④主原神社、⑤多賀神社、⑥皇太神社、⑥事平

神社、⑦厳島神社、⑧恵美須神社の 8 社である。 

18 鳥 居 
東参道大鳥居は 1655 年の建立である。初めは南参道に建立し、後に東参道に移築さ

れた。鳥居は、１２基（ 高 4.98m、平均 3.10ｍ、 小 2.16ｍ）である。 

19 灯 籠 石灯籠は、49 基（ 高 4.70m、平均 2.13ｍ、 小 1.39ｍ）である。 

20 建造物 
東門は茨木城の搦手門(ｶﾗﾒﾃﾓﾝ)といわれ、1617 年茨木城廃城の際、この地に移築さ

れた。 

21 その他 

黒井の清水は、島下郡の三名水の一つと言われ、豊臣秀吉の茶の湯に供されたと伝え

られる。1911 年、三島地区で陸軍大演習が催された折、皇太子殿下（後の大正天皇）

の御用水としても献上された。 

22 祈 願 国体護持、厄除開運、初宮詣、交通安全、世界平和、神前結婚式、地鎮祭、清祓式 
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3-2.茨木神社の英文由来と現在  

Ibaraki-shrine founded Amanoiwatowake-shrine which became Okumiya for 807 years when 
Sakanoue-no-Tamuramaro made Ibaraki-village. Ibaraki-shrine was listed in "Engishiki" edited for 
927 years of the Heian era and assumed it Kanpeisha more and was evaluated and was called 
Shikinaishiya. Annual festival of Ama-no-iwatowake-shrine was Ame-no-tazikarao-no-mikoto and was 
superior God. The myth which I open a door, and started Oga outside is well known to the caves where 
Amaterasu-ōmikami was covered in Amano-Iwato for enormous strength. In addition, Amenouzume 
-no-mikoto dances a dance dance happily in front of a cave of Amano-Iwato, and only Ogami cheers up a 
heart and is the beautiful goddess that the world was lighted. 

Middle Ages began, and Kusunoki Masashige built the fort near the village, and a castle was fixed for 
the back, the age of civil strife. Ibaraki-village changed from the village of the farm village into the 
castle town, and Amanoiwatowake-shrine was moved to the present location, too. Nakagawa Kiyohide 
of the Ibaraki lord of a castle, Sense of the veneration to us was ardent and raised the notice board to us. 
Furthermore, oblation did 13, Jinryo stone in 1580. When Takayama Ukon of the Takatsuki lord of a 
castle burnt up a Shinto shrine Buddhist temple in Oda Nobunaga for 1798 years, there was the plan 
that Oda Nobunaga burnt Amaterasu-ōmikami, Kasuga-no-kami, Hachiman -no-kami and Gozutennou 
(Takehaya- susanoo-no-mikoto). The person concerned of the Shinto shrine misrepresents Ama-no 
-iwatowake-shrine with "Gozu-tennou-sya", and it is informed that I avoided destruction by fire. 

The person concerned of the Shinto shrine builds the main shrine to enshrine Gozu-tennou-sya, 
Kasuga-no-kam and Hachiman-no-kami newly and does it with Honden, and it is in Okumiya in 
Ama-no-iwatowake-shrine (1622). Honden is Douban-buki of Nagare-zukuri. Ama-no-iwatowake 
-shrine constructed Ootori-dukuri in 1974. Honden of Ibaraki-shrine built it like Ama-no- iwatowake 
-shrine in 1622. The person concerned of the Shinto shrine changed Heiden and Haiden to Douban-buki 
of gongen-zukuri in 1929. Sessha of the Shinto shrine is only Koutai-zinguu. Torii erected it in 1902. 12 
current toriis are (a maximum of 4.98m, an average of 3.10m, 2.16m at the minimum). Tourou 49 are (a 
maximum of 4.70m, an average of 2.13m, 1.39m at the minimum).  

 

 

表 3-2.大阪府茨木市、茨木神社の詳細資料（英文） 

1 
Worshipped 

Gods 

Takehaya-Susanoo-No-Mikoto：God who made the cause that Amaterasu- 

ōmikami was covered to Iwato (cave). 
2 Foundation Foundation is 807years. 

3 Enshrined Tutelary deity of Ibaraki village of medieval or later. 

4 Haishi 

Honda Wake-No-Mikoto（Another name of the 15th Emperor Ojin） and  

Kasuga-gongen is God who opened Iwato (cave) by power. 
Ame-no-koyane-no-mikoto is an ancestor of Mr. Huziwara, also referred to as 
Ama-no-terikio-no-mikoto、kasuga-no-kami, onda Wake-No-Mikoto, and 

Hachiman-jin. 

5 Saijin 
The enshrined deity of Ama-no-iwatowake-shrine is Ama-no-iwatowake-no- 
mikoto:Ama-no-terikio-no-mikoto, Ama-no-uzume-no-mikoto, Toyokuni-jin 
(Toyotomi Hideyoshi) and Tōshō-jin (Tokugawa Ieyasu). 

6 
Shrine 

Ranking  

Engishiki-Naisha is Gousha (1909). ShikiNai Shrine is Ame-No-Iwatowake 
Shrine. 

7 Annual ①Tondo、②Setubunsai・Tinkonhoshisai、③Ooharae/Kayanowakuguri、
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Festival ④Natusai・・・, ⑤Reisai・・・・  

8 Chief Priest Masnori Okaiti （Oosaka-hu-zinjachou Hukuchoukan） 

9 Site 541-0056 4-3, Motomati, Ibarakishi-city,osaka  

10 Access 
From Hankyu Kyoto line, Ibarakishi Station about 10-minute walk 
From JR Tokaido Line, Ibaraki Station about 15-minute walk 

11 Position 34°49′06″N,  135°34′13″'E 

12 Height 13m 

13 TEL・FAX TEL：072-622-2346、 FAX：072-624-5474 

14 Honden   

The main shrine of Ibaraki Shrine constructed it only in a main shrine in 1622 
and was constructed in Hiwadabuki in 1880. Furthermore, it was exchanged 
with a current copper sheet to 1929. 
It is enshrined for 807 years, and a Shinto shrine according to the sky point on 
the abdomen of Okumiya is a former shrine. In 1622, I dedicated it by the 
foundation of the main shrine as a deepest-placed shrine. Architecture of the 
main shrine is kasuga-zukuri, and right and left are copper thatching the roof 
with shingles. Existing Hukudou built it in 1974. 
In addition, in 1622, there is a souden worshiping the Kasuga-jin・ · 
Hachiman-jin and seiden worshiping Susanowo. 

15 Haiden  
Haiden and Heden were constructed in Hiwadabuki in 1880, and it was 
reroofed in 1929 by a current copper sheet. Architecture is a copper shingle 
roof of the gongen-zukuri style. 

16 Sessha Sessha of the Shinto shrine is only Koutai-zinguu. 

17 Massha 
Massha of the shrine is Inari-jinja, Tenman-gū, Atago-jinja, Aizihara-jinja, 
Tagazinja-jinja, Koutai-jinja, Kotohira-jinja, Itsukushima-jinja, Ebisu-jinja. 

18 
Torii  

 

Otorii of the south approach is erection of 1902. It was removed and rebuilt 
later on the east approach to a shrine. Torii is 12 engines (a maximum of 
4.98m, an average of 3.10m, 2.16m at the minimum). 

19 Tourou 
A stone Tourou is 49 engines (a maximum of 4.70m, an average of 2.13m, 
1.39m at the minimum). 

20 Building  
The east gate was called Karamete-Mon of the Ibaraki Castle and, in the case 
of Ibaraki Castle abandoned castle, was removed and rebuilt in this ground in 
1617. 

21 Other 

Kuroi-No-Shimizu is said to be one of three water of Shimashimo-Gun, and it 
is informed a tea ceremony of Hideyoshi Toyotomi that it was offered. 
In the occasion when army large-scale maneuver was held in Mishima district 
in 1911, it was given as water of His Imperial Highness the Crown Prince (the 
Emperor Taisho). 

22 Prayer 
National polity protection, good luck amulet, Hatsu-miya-moude, road safety, 
world peace, Shinto-style wedding ceremony, ground-breaking ceremony, 
Kiyoshibatsu-shik 

 

 

 

3-3.茨木神社の韓文由来と現在 
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  이바라키 신사의 최초의 제례는 다이도우 2(807) 년 사카노우에노 카무라마로가 이바라키 

마을(지명「이바라키」의유래)를 만들었을 때, 지금은 오크미야가 되어있는 아마노이와토와케 신사를 

처음 창건했을 때가 시작이라고 전해지고 있다. 이 신사는 헤이안 시대의 연희 5 (927)년에 

편찬된「연희식」아홉번째에 셋츠국 시마카미군 열일곱자리의 하나로서 이신사의 이름이 적혀있다. 

그것은 아마노이와토와케 신사가 편찬당시는 칸페이사로서 숭배되었던 신사였음을 의미하며, 오늘날에는 

특히 식내사로 불리고있다. 

아마노이와토와케 신사의 제신은 아메노쿠지 카라오노 미코토이며, 청렴하고 역량이 뛰어난 신의 

천조대신이 아마노 이와토에 숨었을 때 센힘으로 그 문을 열어 큰 신을 테라스 밖으로 쫒았다는 신화는 

잘 알려져 있다. 또한 아네노 우즈메노 미코토는 그때 아마노 이와토 앞에서 즐겁게 춤을 춰, 큰신의 

뜻을 위로하고 세상을 밝게한 아름다운 여신이다. 

중세에 들어 구스노키 마사시게 공이 마을근처에 요새를 세운 후, 전국시대에는 성곽이 정돈됨으로 

인해 이바라키 마을은 지금까지의농촌마을에서 도시의 형태로 변모하고 그 과정에서 아마노이와토와케 

신사도 현재의 장소에 봉헌되었다. 이바라키성 주나카가와키요히데도 신사를 존경하는 마음이 독실하여 

신사에서 난폭한 행위를 엄격히 금지하는 금의 고찰을 올리고, 덴쇼 8 년(1580 년)에는 신령 13 석을 

기부했다. 

이 시대「셋츠명소도회」(간세 12(1798)년) 및 사전에 따르면 타카츠키성 주타카야마우콘가 

오다노부나가를 모방하여 신사 불각을 소각할 때 노부나가가 아마테라스 대신, 가스가노 대신, 하치만 

대신 및 우두천왕(타케하야스사노 미코토)의 신사는 소각하지 않을것을 원했기 때문에 아마노이와토와케 

신사를「우두천왕사」로 개칭하여 소각을 면한것으로 알려지고 있다. 그리고, 겐와 8 (1622) 년우두천왕, 

가스가마노 대신, 하치만 대신을 모시는 신전을 새롭게 구축하여 전으로 하고 아마노이와토와케 신사를 

오크신사로서 오늘에 이르고있다. 

메이지 5(1930) 년 메이지의 사격제도에 의해 이바라키 신사가「향사」가 되었지만, 후손에 의해 

원래의 아마노이와토와케신 사격으로 수여해야 한다는 탄원운동이 일어나, 메이지 12(1937) 년 향사에 

열거되어 한 경내에 향사가 두개있는 전국에서도 드문 신사이다. 

 

表 3-3.大阪府茨木市、茨木神社の詳細資料（韓文） 

1 주제신 다케하야스사노오 미코토：아마노테라스 대신이 이와토에 숨은 원인을 만든 신

2 신사창건 다이도우 2（807）년 

3 권청신 중세이후의 이바라키 마을의 씨족신。 

4 배   례 

혼다 타케노 미코토：제 15 대 오우진 천황과 동일、아메노코야네노미코토： 

가스가콘겐으로 불림、후지와라씨의 조상、가스가노 대신・혼다와케노미코토・

야하카 대신（아마노테라스 대신）、아마노 케리키오노 미코토로도 불림. 

동굴문을 힘있게 연 신。 

5 제  신 

아마노이와토 와케신사의 제신은 아마노이와토와케노 미코토＝아마노 

케리키오노 미코토, 아마노 우즈메노 미코토)、토요쿠니 신(토요토미 

히데요시)、히기시케라스 신(도쿠가와 이에야스）。 

6 사격등 연희식내사、향사(메이지 42（1909）년)。식내신사는 아마노 이와코 와케신사 

7 열  제 

① 콘도（1 월 15 일）、②절분제・진혼성제（2 월 3 일）、 

② 오오하라에・치노와 쿠구리（6 월 30 일）、④하제（7 월 13-14 일）、 

⑤열제는 10 월 9-10 일（원향사）등    

8 궁   사 오카이치 마사키（오사카후 신사청 부청관） 

9 진좌지 541-0056 오사카후 이바라키시 모토마치 4 번 3 호 

10 교통수단 한튜교토선・이바라키시역에서 도보약 10 분 
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JR 도카이도선・이바라키역에서 도보약 15 분 

11 위    치 북위 34 도 49 분 5.9 초 동경 135 도 34 분 12.7 초  

12 표   고 13ｍ 

13 전호FAX TEL：072-622-2346 FAX：072-624-5474 

14 본   전 

이바라키 신사의 본전은 1622 년、본전만 건축해、1880 년에는 히오다부키 

형식으로건조되었다。더욱이, 1929 년에는 현재의 동판으로 

바꿨다。오크신사의 아마노이와토와케 신사 807 년에 진좌된 원 신사다。 

1622 년、본전의 창건에 의해 오크 신사로서 봉제되었다。 

건축양식은、본전은 가스가노 양식、좌우는 류조의 히오다부키。현재의 

양식은 1974 년에 조영되었다。1622 년、스사노오를 모시는 정전과 

가스가노신・야하카신을 숭배하는 상전이 있다。 

15 배   전 
헤이덴과 배전이 1880 년에 히와다부키로 건조되어、1929 년에 현재의 

동판부키로 바꿨다。건축양식은 권현조의 동판부키。 

16 섭   사 코우타이 신궁 

17 말   사 
① 이나리신사、②텐만신사、③아타고신사、④모치하라신사、⑤타가신 

⑥고우타이신사、⑥고토히라신사、⑦이쿠시마신사、⑧에비스신사의 8 신사。 

18 도 리 이 

남쪽참배 도리이는 1902 년에 건립。처음에는 남쪽참배에 건립 한 후 동참배에 

이축했다。 

도리이는、12 기（최고 4.98m、평균 3.10ｍ、최소 2.16ｍ）이다 

19 등   룡 석등룡은、49 기（최고 4.70m、평균 2.13ｍ、최소 1.39ｍ）이다。 

20 건조물 
동문은 이바가키 성의 카라케테 문이라고 불리어、1617 년 이바라키성 

폐성때에、이곳으로 이전했다。 

21 기   타 

검은 우물의 청수는、시마시모군의 삼대 명수중 하나로 불리고、토요토미 

히데요시의 차를 끓이는 물로 제공되었다고 전해짐。1911 년、미쯔시마 

지구에서 육군의 훈련이 있었을때、황태자건하（후에 타이쇼천황）의 음용수로 

헌상되었다。 

22 기   원 국체옹호、액운개운、첫신사제、교통안전、세계평화、신전결혼식、진혼제 

 

3-4.茨木神社の中文由来と現在 

据传、茨木神社的创祀起源于大同 2年（807 年）坂上田村麻呂建立荊切之里（地名“茨木”的由来）时、

首先创建的如今成为奥宫的天石门別神社。作为摄津国岛下郡 17 座神社之一、此神社的名称被记载于平安时

代延喜 5 年（927 年）所编纂的“延喜式”卷九中。此意味着天石门別神社在编纂当时作为官币社而受到尊崇、

今天被特别地称为式内社。 

天石门別神社的祭神为天手力男命、是清廉且具有出色本领之神、天照大神隐居于天岩户（日本神话中的

石洞）时其打开石门请出大神的神话广为人知。而且、天宇受命是当时在天岩戸前欢乐地跳起舞、使大神的心

情安适、使世上变得光明的美丽女神。 

进入中世纪楠木正成公在村庄附近筑起堡垒后、在战国时代被修建为城郭形成了总构（古代日本的城郭构

造）、由此茨木村由此前的农村村落变为城下町、在此过程中天石门別神社亦迁移至现在之地。茨木城主中川

清秀对此神社的崇敬之念亦很虔诚、在挂起严厉禁止狼藉次神社的禁制布告牌的同时、于天正 8 年（1580 年）

捐献了 13 座神领。 

据“摄津名所图会（宽政十年（1798 年））与社传所述、其时高槻城主高山右近仿效织田信长焚烧神社寺

院时、因信长规定不得焚烧天照大神、春日大神、八幡大神及牛头天王（建速素盏鸣尊）等神社、伪称天石门

別神社为“牛头天王社”而免于被焚烧。于是、于元和 8 年（1622 年）新建祭祀牛头天王、春日大神及八幡
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大神的神殿并作为正殿、将天石门別神社作为奥宫而至今日。 

明治 5 年（1930 年）、根据明治的神社等级制度茨木神社被列为“乡社”、但氏子发起了元宫天石门別神

社神社等级授予请愿运动、于明治 12 年（1937 年）被列为乡社、成为一境内具有两间乡社的、在全国也很

罕见的神社。      

 

表 3-4.大阪府茨木市、茨木神社の詳細資料（中文） 

1 主祭神 建速素戋鸣尊：造成天照大神隐藏于岩戸的神 

2 神社创建 大同 2 年（807 年） 

3 劝请神 中世纪以后的茨木村的氏神 

4 配祀神 
誉田別命（即第１５代天皇应神天皇相同） 
天儿屋根命（亦称春日权现）为藤原氏之祖、亦称春日大神、誉田別命、八幡大神

（天照大神亦对其声音听得入迷）。天手力男命是用尽力气打开石洞门的神。 

5 祭 神 
天石门別神社的祭神是天石门別命（即天手力男命）、 天宇受卖命、丰国神(丰臣秀

吉）、东照神(德川家康）。 

6 神社等级 延喜式内社、乡社(明治 42 年（１９０９年)）。式内神社为天石门別神社。 

7 定期祭祀 
①爆竹节（1 月 15 日）；②节分祭・镇魂星祭（2 月 3 日）、③大祓・钻茅草圈（6
月 30 日）、④夏祭（7 月 13-14 日）、⑤定期祭祀 10 月 9-10 日（原乡社）及其他。

8 宮 司 冈市正规（大阪府神社厅副厅官） 

9 供奉地 邮编 541-0056、大阪府茨木市元町 4 番 3 号  

10 交  通 
阪急京都线茨木市站起徒步约 10 分钟。 
JR 东海道线茨木站起徒步约 15 分钟。 

11 位  置 北纬 34 度 49 分 5.9 秒、东经 135 度 34 分 12.7 秒。 

12 标  高 13 米 

13 电话、传真 电话：072-622-2346；传真：072-624-5474。 

14 正  殿 

茨木神社于 1622 年只建造了正殿、1880 年建造了桧皮屋顶。 
此后、于 1929 年改为现在的铜板屋顶。奥宮宫天石门別神社是于 807 年建造的元

宫。1622 年因创建正殿而被祭祀为奥宫。建筑样式正殿为春日造、左右为流造的铜

板屋顶。现在的覆屋建于 974 年。1622 年有祭祀素盏鸣尊的正殿与祭祀春日神・

八幡神的相殿。 

15 拜  殿 
币殿与拜殿于 1880 年建造时为桧皮屋顶、1929 年该修为现在的铜板屋顶。建筑样

式为权现造的铜板屋顶。 

16 摄  社 皇大神宫 

17 末  社 
①稻荷神社、②天满宫、③爱宕神社、④主原神社、⑤多贺神社、⑥皇太神社、⑥

事平神社、⑦严岛神社、⑧惠美须神社等 8 神社。 

18 鸟  居 
南参道大鸟居建于 1902 年。最初建在南参道、后移至东参道、有 12 座鸟居（最高

为 4.98 米、平均高 3.10 米、最矮为 2.16 米）。 

19 灯  笼 石灯笼有 49 座（最高为 4.70 米、平均高 2.13 米、最矮为 1.39 米）。 

20 建造物 东门被称为茨木城的搦手门、1617 年茨木城废城时移至此地。 

21 其  他 

黑井的清水被称为岛下郡的三大名水之一、据传曾供丰臣秀吉沏茶之用。1911 年在

三岛地区举行陆军大演习时、亦曾作为皇太子殿下（后来的大正天皇）的用水而献

上。 

22 祈  愿 国体护持、厄除开运、初宫诣、交通安全、世界和平、神前婚礼、地镇祭、清跋式。
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4．茨木神社の社殿 

4-1. 茨木神社の別宮・奥宮の天石門別神社 

太陽神である天照皇大神が、天岩戸に引きこもった時、真っ暗な世界になった岩戸隠れの伝説の舞台である。岩

戸の前で「エッチな踊り」を見せ、 大笑せるため天鈿女命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ）舞を奏せられた場所。その時、神々が大

笑いした様子が気になった天照大神は「ちょっとだけ岩戸」を開かせた。その後、天手力男（ｱﾒﾉﾀﾁﾞｶﾗｵ）神がその

岩戸をこじ開け、天照大神が出てくる。 

 

  

写真 4-1.天岩戸神社西本宮、アマテラスが隠れ洞窟の入口 写真 4-2.西本宮の洞窟は右側 

 

その場面は、宮崎県、神話の発祥の地、天岩戸神社西本宮の社殿と洞窟である。写真 4-1 は、天岩戸神社西本

宮、アマテラスが隠れていた洞窟の入門である。写真 4-2.西本宮の洞窟は写真の右側にある。 

 

 
写真 4-3. 霊蹟天岩戸神社西本宮、天安河原の鳥居と「仰慕ケ窟」は

八百万神の情報会議所である。 
写真 4-4.天岩戸神社西本宮、「仰慕

ケ窟」の前にある「岩戸川」対岸 
 

日本神話に登場する天岩屋は、神社の本殿を持たない洞窟を神体である。写真 4-3 は、霊蹟天岩戸神社西本

宮、天安河原の「鳥居と仰慕ケ窟」は八百万神の情報会議所である。写真 4-4 は、天岩戸神社西本宮、「仰慕

ケ窟」ﾉ前にある岩戸川対岸である。 

 天石門別（ｱﾒﾉｲﾜﾄﾜｹト）は、天孫降臨に際して天孫である邇邇芸命（ﾆﾆｷﾞ）に従って、智慧の神・（ｵﾓｲｶﾈ

神）や怪力の持ち主である天手力雄（ﾀｼﾞｶﾗｵ）神と一緒に天降った神で、「ｱﾒﾉｲﾜﾄﾜｹ神、亦の名は櫛石窓神

（ｸｼｲﾜﾏﾄﾞ）と、亦の名は豊石窓神（ﾄﾖｲﾜﾏﾄﾞ）と謂ふ。この神は御門（ﾐｶﾄﾞ）の神なり」（古事記）。天孫降臨に随

伴した神々は天岩屋戸神話で活躍する神々の天手力雄（ﾀｼﾞｶﾗｵ）が天岩屋戸の扉を引き開けてアマテラスを

再現させた神であることから、同じ門・扉に関係する神として知名度が高い。その時に活躍した神を祀っている場

所が別宮・奥宮の天石門別神社である。茨木神社は茨木神社と式内社の天石門別（ｱﾏﾉｲﾜﾄﾜｹ）神社と

がある。 

天石門別神社は古くは宮元町にあったといわれるが、後に現在地に奉還された。16 世紀後半の天正年間には、

牛頭天王(ｺﾞｽﾞﾃﾝﾉｳ)が祀られるようになる。牛頭天王は織田信長の生土神(ｳﾌﾞｽﾅﾉｶﾐ)で、信長が神社仏閣を焼き

打ちした時にも、牛頭天王を祀る神社はその難を免れた。そのことから牛頭天王を祀り、これが後に茨木神社となっ



 12

た。茨木神社の社殿の欄干宝珠に元和８(1622）年と銘があるように、江戸時代初期に社殿が造営され、茨木の氏神

として奉斎するとともに、天石門別神社は地主神として、茨木神社の北側に、別宮または奥宮と称して祀られた。 

現社殿は、大同 2 年（807 年）御鎮座の当神社元宮である。延喜式神名帳にも記された式内社。往古、今日の宮

元町付近に社地がありましたが織豊期の茨木城郭形成過程で現在地に奉遷されました。元和 8 年（1622 年）当神

社現本殿創建により奥宮として奉斎されました。 

大同 2 年（807 年）、坂上田村磨呂が荊切の里（現「茨木」の由来）を作った際、今は奥宮・天石門別神社が鎮座され

た創建。当時は、現在の茨木市宮元町（元は荊切の里）に鎮座。天石門別神社の名は、「延喜式神名帳」に式内社

である。社殿前に酒樽が奉納されているが、社殿床下に“赤井”と称する名水があるというから、酒造に必要な名水

を求めての奉納かもしれない。 

 

写真 4-5.天石門別神社本殿と偏額 写真 4-6.天石門別神社の社殿の側面と鰹木(２本) 

 

写真 4-5 は、天石門別神社本殿と偏額である。写真 4-6 は.天石門別神社の社殿の側面と鰹木(２本)である。 

 

4-2 茨木神社の本殿 

本殿（ﾎﾝﾃﾞﾝ）は、神霊を宿した神体を安置する社殿のことで、神殿（ｼﾝﾃﾞﾝ）ともいう。本殿は人が内部に入ること

を想定していないため、拝殿より小さいことが多い。内部には神体（鏡など）がおさめられる。内陣と外陣に分かれて

いる場合は内陣に神体が納められ、外陣は献饌・奉幣の場として使われる。拝殿（ﾊｲﾃﾞﾝ）は、祭祀・拝礼を行なうた

めの社殿で、祭祀の時に神職などが着座するところでもあり、吹き抜けとされる場合が多い。通常、神社を訪れた際

に見るのはこの拝殿で、一般の参拝は拝殿の手前で拍手を打って行なう。幣殿（ﾍｲﾃﾞﾝ）は、祭儀を行い、幣帛を奉

る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造になっているのが特徴で、中殿ともいう。幣殿が

独立していることもある。また、拝殿と一体になっている幣殿もある。幣殿がない神社もある。神社建築（本殿）の特徴

として①.屋根に妻を持つこと、②床を高く張ること、③瓦を用いないこと、④土壁を用いないこと、⑤装飾の質素なこ

とであることが指摘される。（http://ja.wikipedia.org） 

  

 

写真 4-7. 茨木神社の本宮の正面 写真 4-8. 茨木神社の関係者と測量班 
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写真 4-7 は 茨木神社の本宮の正面である。写真 4-8 は茨木神社の関係者と測量班である。本殿の

造営は元和 8（1622）年で、中に素盞鳴尊を祀る正殿と春日大神、八幡大神を祀る相殿がある。当所は本殿のみ

であったが、明治13（1880）年新たに弊殿と拝殿が檜皮葺きで造営されたが、昭和4（1929）年現在の銅板葺きに

葺き替えられた。 

 

   
写真 4-9. 茨木神社の本殿とその天井部 

                                
写真 4-9 は茨木神社の本殿とその天井部である。写真 4-10 は茨木神社の社殿の背面と側面と屋根(鰹木)であ

る。写真 4-11 は境内施設配置図である。 
 

 

写真 4-10.茨木神社の社殿の背面と側面と屋根(鰹木) 写真 4-11.境内施設配置図 

 

茨木神社の本殿は1622年、本殿のみで建造し、1880年は檜皮葺きで建造された。さらに、1929には現在の銅板

の葺替えられた。奥宮の天石門別神社は 807 年に鎮座され元宮である。1622 年、本殿の創建により奥宮として奉斎

された。建築様式としたは、本殿は春日造り、左右は流造の銅板葺である。現覆屋は 1974 年に造営した。1622 年、

素盞鳴尊(ｽｻﾉｦ）を祀る正殿と春日神・八幡神を祀る相殿がある。 

 本殿は、元和 8（822）年に創建された。高欄の擬宝珠に「奉建摂津 国太田郡茨木御宮千時元和 8 年壬戌 9 月吉

日」と刻まれている。当初、本殿のみでしたが、明治 13 年（1880）年新たに幣殿と拝殿が本殿と同じ檜皮葺にて建造、

昭和 4 年（1929 年）現在の銅板に葺替えられました。本殿造営は元和８（1622）年、素盞鳴尊(ｽｻﾉｦ）を祀る正殿と春

日神・八幡神を祀る相殿がある。弊殿と拝殿は、明治 13（1880）年、新たにが檜皮葺きで建造、昭和４（1929）年現

在の銅板に葺き替えられた。(神社資料) 

 

4-3.茨木神社の本宮・本社の計測値 

表 4-1 は茨木神社の本宮・本社の計測値である。 

高さの 高値は本社拝殿 9.61m、平均値 7.49m、 小値は本社幣殿 5.50ｍである。 

間口の 大値は本社拝殿 9.85m、平均値 5.97m、 小値は奥宮社殿 3.58ｍである。 

奥行きの 大値は本社拝殿 6.91m、平均値 5.31m、 小値は奥宮社殿 4.04ｍである。 

面積の 大値は本社拝殿 68.06m2、平均値 33.99 m2、 小値は奥宮社殿 14.46 m2 である。 

一方、本社拝殿は、高さ・間口・奥行きおよび面積において 大である。 小値は、高さは本社幣殿であり、間

口・奥行きおよび面積は奥宮社殿である。 

 

表 4-1.茨木神社の本宮・本社の計測値 
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茨木神社本宮社殿の測量値として、高さ 6.06ｍ・間口 3.58m・奥行 4.04m・面積 14.46ｍ2 である 

茨木神社本社本殿の測量値として、高さ 8.77ｍ・間口 6.20m・奥行 4.99m・面積 30.94ｍ2 である。 

茨木神社本社幣殿の測量値として、高さ 5.50ｍ・間口 4.25m・奥行 9.28m・面積 22.49ｍ2 である。 

茨木神社本社拝殿の測量値として、高さ 9.61ｍ・間口 9.85m・奥行 6.91m・面積 68.06ｍ2 である。 

茨木神社の本宮・本社の計測値んいおいて、茨木神社本社拝殿の面積 68.06ｍ2 は、茨木神社本宮社殿本社

14.46ｍ2 の 4.7 倍である。さらに、茨木神社本社本殿の面積 30.94ｍ2 よりはよ 2.2 倍であることが確認にされた。 

 

 

 図 4-1.茨木神社の本宮・本社の距離（ｍ） 図 4-2.茨木神社の本宮・本社の面積（ｍ2） 

 

4-4.茨木神社の摂末社 

表 4-2.茨木神社の摂社・末社の計測値 
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 摂末社（ｾﾂﾏﾂｼｬ）とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属する。末社（ﾏｯｼｬ）とは、主祭神と関係のない

神社で、主に他の神社から境内に招いた神様を祀ると考えられ、小規模な神社である。格式のランキングは、本社

＞摂社（せっしゃ）＞末社（まっしゃ）の順とされる。一般には、摂社はその神社の祭神と縁故の深い神を祀った神社

である。末社はそれ以外のものと区別できる。本社の境内にあるものを境内摂社（ｹｲﾀﾞｲｾｯｼｬ）または境内社、境外

に独立の敷地を持つものを境外摂社(ｹｲｶﾞｲｾｯｼｬ）または境外社という。 

高さの 大値は稲荷神社 6.57ｍ、平均値は 4.32ｍ、 小値は多賀神社 2.23ｍである。間口の 大値は恵美須

神社8.44ｍ、平均値は3.74ｍ、 小値は厳島神社 0.95ｍである。奥行きの 大値は恵美須神社6.43ｍ、平均値は

3.12ｍ、 小値は厳島神社 0.95ｍである。摂末社における高さの 高値は稲荷神社 6.57ｍであり、 小値は多賀

神社 2.23ｍである。高さ・間口・奥行き・面積の 高値は恵美須神社であり、 小値は厳島神社であることが確認さ

れた。ここで、図 4-3 は茨木神社の摂社・末社における高さ・間口・奥行きの距離を図示した。図 4-4 は茨木神社の

摂社・末社の面積である、面積の 大値は恵美須神社 54.27ｍ2、平均値は 17.92ｍ2、 小値は厳島神社 0.90ｍ2 で

ある。 大値ヂ地る。 

 

図 4-3.茨木神社の摂社・末社の距離 図 4-4.茨木神社の摂社・末社の面積 

 

4-4-1.愛宕神社（末社） 

愛宕神社（末社）の祭神は火産霊命（ﾎﾑｽﾋﾉｶﾐ）、建築様式の造は銅板葺春日造、例祭は 4 月 15 日である。本

殿建造は昭和４９（1974）年造。御祭神の要訳は、愛宕神社は『軻遇土神（ｶｸﾞﾂﾁノｶﾐ）』を祀る。愛宕神社は棟札に

元禄 2（1689）年正月奉再興」とあり、それ以前に御鎮座されたことが窺える。  

皇大神宮は『茨木村誌』に「当社ハ往古別境内于ンテ茨木川ノ榜ニアリ」と記され、また棟札にも「元和 8 年 9 月

10 日修造」とあることから現在地に宮地が遷された折に同じく奉遷されたと考えられる。愛宕神社（ホムスヒ：火産

霊）・カグツチの別名に「ホムスビ」（火産霊）がある。イザナミは火の神カグツチを生んだことで陰部を火

傷して亡くなった。（写真 4-12）。 

 

  

写真 4-12.愛宕神社扁額と社殿 写真 4-13.稲荷神社の社殿 写真 4-14.皇大神宮の偏額と社殿



 16

 

写真 4-12 は愛宕神社偏額と社殿である。写真 4-13 は稲荷神社の社殿である。写真 4-14 は皇大神宮の偏額と社

殿である。 

 

4-4-2.稲荷神社（末社）  

稲荷神社（末社）の祭神は宇迦御魂神（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉｶﾐ）、猿田彦神＝植田彦神（ｻﾙﾀﾋｺﾉｶﾐ）。建築様式の

造は銅板葺春日造。建造は大正１３（1924）年。鎮座は延享３(1746)年。例祭は２月初午の日である。御祭神の要訳

は、稲荷神社は七五三、お宮参りなど、皆様のお幸せを祈願。延享３年（１７４６年）御鎮座。猿田彦神は、別殿であ

ったが、大正 13 年（１９２４年）現在の社殿を築き合祀された。稲荷神社の本殿は大正 13（1914）年建造。稲荷神社

の本殿は延享３(1746)年の鎮座。『古事記』では宇迦之御魂神（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉｶﾐ）、『日本書紀』では倉稲魂命（ｳｶﾉﾐ

ﾀﾏﾉﾐｺﾄ）と表記する。名前の「ウカ」は穀物・食物の意味で、穀物の神である。『日本書紀』では猿田彦命であ

る（写真 4-13）。 

 

4-4-3.皇大神宮（摂社） 

皇大神宮（摂社）の祭神は天照皇大神。建築様式の造は茅葺神明造。例祭は 10 月 17 日である。建造は元和８

（1622）年され現在地に宮地が遷され、奉遷された。例祭は 10/17。 御祭神の要訳は、皇大神宮は三重県伊勢市

にある神社。伊勢の神宮の 2 つの正宮のうちの 1 つである。一般には内宮と呼ばれ、式内社（大社）である。元和８

（1622）年には「茨木村誌」には「当社ハ往古別境内ニシテ茨木川ノ傍ニアリ」と記される（写真 4-14）。 

 

4-4-4.天満宮（摂社） 

 天満宮（摂社）の祭神は菅原道真公（ｽｶﾞﾜﾗﾐﾁｻﾞﾈｺｳ）。建築様式の造は檜皮葺（本殿）。例祭は 2 月 25 日であ

る。 

茨木城内ありし鎮守社で元和３（1617）年に境内に移す、旧村社である。楠木正成公が、摂津・和泉守護として茨

木城を築きし折に城の鎮守として祀られました。元和 3（1617）年茨木城廃城により当地へ奉遷されました。 

天満神社は菅原道真を祭神とする神社。「天神」（ﾃﾝｼﾞﾝ）、「天神さま」「天神さん」とも呼ぶ。楠木正成公が摂津・

泉守護として茨木城を築かれた折に城の鎮守として祀られた。天満神社は 元和 3 年（１６１７年）茨木城廃城により

当地へ奉遷されました。その後、天満神社は明治 12（1879）年、村社に列せられた。 天満神社は茨木城内ありし鎮

守社で元和３（1617）年に境内に移し、旧村社である。（写真 4-15）。  

 

    
写真 4-15.天満宮の  と社殿 写真 4-16.主原神社の  と社殿 

 

写真 4-15 は天満宮の偏額と社殿である。写真 4-16 は主原神社の偏額と社殿である。 

 

4-4-5.主原神社（末社） 

主原神社（末社） の祭神は、天児屋根命・応神天皇。建築様式は柿葺流造彩色、祭日は 6 月 15 日である。

旧主原の村社。明治４２（1909）年移転。主原神社は、茨木神社周辺の生土神である。もと主原村に祀られていが、

主原神社明治 41（１９08）年、合祀令により当地へ合祀された。主原神社旧主原の村社。明治４２（1909）年移転（写
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真 4-16）。 

 

4-4-6.多賀神社 （末社） 

 多賀神社（末社）の祭神は、伊射那岐命。建築様式は柿葺流造、祭日は 4 月 22 日である。伊弉諾尊と伊弉冉

尊を祀る神社。全国に二百数十社がある。総本社は、滋賀県犬上郡多賀町にある。イザナギ・イザナミは日本神

話の 初に出てくる神。神徳は幅広い。商売繁盛、家内安全、厄除け、無病息災、夫婦円満などで有名である。 

もと下中条村に祀られていましたが、明治４１年（1908 年）６月１３日に合祀今により当地へ合祀されました。旧主原

の村社。明治４２（1909）年移転（写真 4-17）。 

 

4-4-7.皇太神社（末社） 

 皇太神社（末社）の祭神は天照皇大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）。建築様式は銅板葺流造。例祭は 3 月 17 日である。皇

大神宮（伊勢神宮内宮）の元宮であるとの伝承から、皇祖神で伊勢の皇大神宮の祭神である天照大神を祀る。 もと

上中条村に祀られていましたが、皇大神社明治 41（１９08）年に合祀令により当地へ合祀されました。旧上中条村社。

皇大神社明治４２（１９09）年移転。写真 4-17 は多賀神社の偏額と社殿である。写真 4-18 は皇太神社の扁額と社殿

である。写真 4-19 は五ﾂの神社の正面である。 

 

 

 
写真 4-17.多賀神社の扁額と社殿 写真 4-18.皇太神社の扁額と社殿 写真 4-19.五ﾂの神社の正面

 

4-4-8.事平神社（末社） 

事平神社（末社）の祭神は大物主神（ｵｵﾓﾉﾇｼﾉｶﾐ）・崇徳天皇（ｽｳﾄｸﾃﾝﾉｳ）・金山彦命（ｶﾅﾔﾏﾋｺﾉﾐｺ

ﾄ）。建築様式は春日造瓦葺。例祭は 9 月 10 日である。 御祭神の要訳は、大物主神・崇徳天皇・金山彦命 南向

きに祀られ、海上航海等の守護神。 事平神社は宝暦 12（1762）年奉納の石燈籠によって、それ以前の創建である

ことが窺えるが、 後に刊行された「摂津名所図会」には描かれていないことから、以降に他所から当地へ合祀された

と考えられる。ご祭神の中で金山彦命は、事平神社明治 41 年（１９０８年） 主原（現御旅所）から合祀された（写真

4-20）。 

 

4-4-9.厳島神社（末社） 

   

写真 4-20.事平神社 写真 4-21.厳島神社 写真 4-22.恵美須神社の扁額と社殿 
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厳島神社の祭神は市杵島姫命（ｲﾁｷｼﾏﾋﾒﾉﾐｺﾄ）。建築様式は流造銅板葺。例祭は１１月 25 日である。厳島神

社は、周辺の沿岸島嶼部の住民が御山を主峯とする島の山容に神霊。広島湾に浮かぶ島、厳島で、日本三景の

一つ。大鳥居と厳島神社が世界遺産に登録している（写真 4-21）。 

 

4-4-10.恵美須神社（末社） 

恵美須神社の祭神は事代主命（ｺﾄｼﾛﾇｼﾉﾐｺﾄ）・大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼﾉﾐｺﾄ）。建築様式は柿葺流造。例祭

は 11 月 20 日である。恵美須神社は、商売繁盛の神様として全国的に有名。恵比須神社は「都七福神めぐり」で有

名な恵美須神を祀る。恵美須神社は、元和 3（1617）年より町内の商家の私宅で順番に祭祀。宝暦 5（1755）年 10 月

20 日から 当社にて祭典を執り行ったことに始まりである。江戸時代、商人たちが「茨木講」をつくり、毎年 20 日各家

交代で祀っているる。明治 12（1879）年たに当社境内に社殿が創建された。十日戎 福娘 「商売繁盛で笹もってこ

い」の掛け声の中、福笹吉兆を求める大勢の人で賑わう。 十日には、福娘が乗った宝恵籠が市内各所を巡行（写

真 4-22）。  

 

5.茨木神社の鳥居測量と写真と数値解析 

神社鳥居の区分と構造には、鳥居とは神霊として鳥を招く意味である。構造は 2 本柱に 2 本横木(笠木と貫)から

構成。神明系と明神系の鳥居は、笠木の下に島木が無と有(装飾)の違い、笠木の反りの有(神明系)と無(明神系)に

よる。明神系鳥居の貫には、出る(中山鳥居を除く)と出ない(中山鳥居)のが区分できる。神明系鳥居の貫には、出る

(鹿島鳥居を除く)と出ない(鹿島鳥居)に区分できる。神明系鳥居は次の４タイプがある。 

茨木神社の鳥居には、稲荷系神社と明神系鳥居がある。稲荷(いなり:台輪(ﾀﾞｲﾜ)形である。稲荷(いなり:台輪は、

島木の下に構造的補強した大輪形。柱の上部、島木と接する箇所に台輪がある特徴とし、台輪鳥居と呼ぶ。明神系

鳥居の系列と構造と類似鳥居との関係を次のように要約できる。柱は丸柱・内傾斜、反り増しは有、笠木は角型曲

線、島木は角型曲線、台輪は有、楔は有、額束は有、貫は角型外側、根巻・藁座は無、亀腹・饅頭は有、構造の笠

木・島木は斜め切断されている。 

 

5-1.茨木神社の東門 

 

東門は、元和 3 年（1617 年）茨木城が廃城となり、当社に搦手門が移築されました。大手門は片桐家江戸屋敷

へ移築されたと伝えられています。写真5-1は、茨木神社東門の偏額と鳥居。写真5-2は茨木神社東門参道。写真

5-3 は茨木神社南門の偏額と鳥居である。 

 

5-2.茨木神社の鳥居の写真 

昭和 15（1940）年、紀元 2600 年を奉祝記念して境内参道に敷石を鋪設。昭和 57（1982）年、恵美須講設立 30 周

年記念事業の一環として境内に春日燈簸 50 基が寄進された。参道入口の大鳥居は明暦元（1655）年建立。回天鳥

居：東参道に鳥居を建立することになり明治 35 年（1902 年）それまでの大鳥居を東参道に移設し南参道に新たな大

鳥 居が建てられた。 

 

写真 5-1.茨木神社東門の鳥居 写真 5-2.茨木神社東門の参道 写真 5-3.茨木神社南門の鳥居 
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写真 5-4 は奥宮正面鳥居である。写真 5-5 は皇大神宮の鳥居である。写真 5-6 は稲荷神社の鳥居(東と西)であ

る。写真 5-7 は稲荷神社の稲荷系鳥居(平成 2（1990）年と 20（2008）年建立) である。写真 5-8 は愛宕神社の鳥居

である。写真 5-9 は厳島神社の鳥居である。 

 

 
 

写真 5-7.稲荷神社の稲荷系鳥居(平成 2 年と 20 年建立) 写真 5-8.愛宕神社 写真 5-9.厳島神社

 

5-3.茨木神社の鳥居の測量値 

表 5-1 は、茨木神社の 12 基鳥居測量である。神社の鳥居に対して、柱断面(円周と直径)、柱内側の幅(内側間と

中心間)、貫高さ(下点と上点)、笠木高さ(下点と上点と頂点)を区分して計測資料を表示している。 

 

表 5-1.茨木神社の鳥居測量値（m） 

 

      

柱の円周、 大値は東門・南門 1.82ｍ、平均値は 1.16ｍ、 小値は皇大神宮 0.38ｍである。 

 
写真 5-4.奥宮正面鳥居 写真 5-5.皇大神宮 写真 5-6.稲荷神社の鳥居(東と西) 
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柱の直径、 大値は東門・南門 0.58ｍ、平均値は 0.37ｍ、 小値は皇大神宮 0.12ｍである。 

柱間距離、 大値は東門・南門 3.61ｍ、平均値は 2.58ｍ、 小値は厳島神社 1.35ｍである。 

貫下点部、 大値は東門・南門 3.41ｍ、平均値は 2.57ｍ、 小値は厳島神社 1.62ｍである。 

貫上点部、 大値は東門・南門 3.76ｍ、平均値は 2.83ｍ、 小値は厳島神社 1.78ｍである。 

笠木下点、 大値は東門・南門 4.30ｍ、平均値は 3.20ｍ、 小値は厳島神社 1.97ｍである。 

笠木上点、 大値は東門・南門 4.52ｍ、平均値は 3.37ｍ、 小値は厳島神社 2.06ｍである。 

反り増し、 大値は東門・南門 4.88ｍ、平均値は 3.97ｍ、 小値は厳島神社 2.16ｍである。 

ここで、柱円周・柱直径・柱間距離・貫下点・貫上点・笠木下点・笠木上点・反り増しの 大値は、南門と南門

の前にある鳥居である。一方、柱円周と柱直径の 小値は皇大神宮の前の鳥居であり、柱間距離・貫下点・貫

上点・笠木下点・笠木上点・反り増しの 小値は厳島神社前の鳥居である。稲荷神社には、神明系鳥居である

から反り増しは無である。 

 

5-4.茨木神社の鳥居の回帰方程式 

茨木神社には、５基の鳥居があり、測量値を行った。図 5-1 は茨木神社鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係図の

データである。Ｘ表示は笠木上で、▲表示は笠木下のデータである。茨木神社の５基鳥居の柱間距離と笠木の高さ

の関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱

間距離で、Y は笠木の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(笠木上の高さＸ) = 1.121(柱間距離) +0.402  ……決定係数(R2 =0.982) …測量値……(5-1) 

Y(笠木下の高さ▲) =1.069(柱間距離) +1.125  ……決定係数(R2 =0.984) …測量値……(5-2) 

 

笠木上と笠木下の勾配は、1.121 と 1.069 で、その差は 0.52 である。笠木上の勾配は笠木下より大である。笠木上

の決定係数(0.982 は笠木下(0.984)より大で、その差は 0.002 である。ゆえに、勾配と決定係数では、笠木上の値は

笠木下より大きいことが判明した。 

 

図 5-1.茨木神社の笠木高さの比較 図 5-2.茨木神社のの貫高さの比較 

 

図 5-2 は茨木神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図のデータである。、■表示は貫上で、◆表示は貫下点の

データである。茨木神社の鳥居の柱間距離と貫の高さの関係を究明するため考察方法として、次のような 2 変数（X

と Y）の直線回帰方程式を与えられる。ここで、X は柱間距離で、Y は貫の高さ、決定係数は R2 である。 

 

Y(貫上の高さ■) = 0.905(柱間距離) +0.432  ……決定係数(R2 =0.984) …測量値……(5-3) 

Y(貫下の高さ◆) = 0.807(柱間距離) +0.451  ……決定係数(R2 =0.989) …測量値……(5-4) 
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貫上と貫下の勾配は、0.905 と 0.807 で、その差は 0.098 である。貫上の勾配は貫下より大である。貫上の決定係数

(0.984)は貫下（0.989）で、その差は 0.005 である。ゆえに、決定係数では、貫上の値は貫下よりちさいことが判明し

た。 

 

6.茨木神社の石灯籠と数値解析 

石灯籠の部分名称は、上からの部分名称として説明を行う。笠は火袋の屋根になる部分である。六角形や四角

形が主流であるが雪見型の円形などもある。多角形の場合は宝珠の下部分から角部分に向かって線が伸び、突端

にわらび手という装飾が施されることもある。火袋は、灯火が入る部分で灯籠の主役部分である。装飾目的の場合は

火をともすことは無いが、実用性が求められる場合には火や電気等により明りがともされる。写真 6-1 は、現在の八

尾市、茨木神社の石灯籠の配置図で、詳細については次のように説明できる。 

 

  
 

写真 6-1.奥宮の灯籠 写真 6-2.本殿西の灯籠 写真 6-3.本殿東の灯籠 

 

写真 6-1 は奥宮の灯籠である。写真 6-2 は本殿西の灯籠である。写真 6-3 は本殿東の灯籠である写真 6-4 は拝

殿上の灯籠。写真 6-5 は本社左の灯籠である。 

 

  
 

写真 6-4.拝殿上の灯籠 写真 6-5 は本社左の灯籠 

   
写真 6-6.本社右の灯籠 写真 6-7.社殿右塀 

 

写真 6-6 は本社右の灯籠である。 写真 6-7 は社殿右塀である。 写真 6-8 は社殿右塀、皇太神社左である。
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写真 6-9 は社殿右塀、事平神社左である。写真 6-10 は愛宕神社の灯籠である。 
 

  
写真 6-8.社殿右塀、皇太神社左 写真 6-9.社殿右塀、事平神社左 写真 6-10.愛宕神社の灯籠 

 

   

写真 6-11.稲荷神社の灯籠 写真 6-12.皇大神宮の灯籠 写真 6-13.皇太神社の鳥居

 

写真 6-11 は稲荷神社の灯籠である。写真 6-12 は皇大神宮の灯籠である。写真 6-13 は皇太神社の鳥居

である。写真 6-14 は厳島神社の灯籠である。写真 6-15 は事平神社裏の灯籠である。写真 6-16 は東門参道

門の灯籠である。 

 

  
写真 6-14.厳島神社の灯籠 写真 6-15.事平神社裏の灯籠 写真 6-16.東門参道門の灯籠 

 

   
写真 6-17.参集殿

裏の灯籠 

写真 6-18.神興倉前

の灯籠 

写真 6-19.儀式殿前

の灯籠 

写真 6-20.南参道左

の灯籠 

写真 6-.21.南参道

右の灯籠 
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写真 6-17 は参集殿裏の灯籠。写真 6-18 は神興倉前の灯籠。写真 6-19 は儀式殿前の灯籠。写真 6-20 は

南参道左の灯籠。写真 6-21 は南参道右の灯籠。写真 6-22 は茨木神社東門の灯籠。写真 6-23 は茨木神社

南門の灯籠。写真 6-24 は石碑：秋田豊蔵贈呈である。 

 

   

写真 6-22.茨木神社東門の灯籠 写真 6-23.茨木神社南門の灯籠 写真 6-24.石碑：秋田豊蔵贈呈

 

表 6-1.茨木神社の石燈籠の高さ(m) 

 

 

 

図 6-1.茨木神社の石燈籠の高さ(m) 
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表 6-1 は茨木神社の 49 基石燈籠の高さ(m)のデ－タである。灯籠は、奥宮本殿、本社本殿、本社前、社殿

の右塀、参集殿、東門と西門の灯籠、摂社と末社前の灯籠である。茨木神社における 49 基石燈籠の高さを考

察した。その結果、 大値は 4.70ｍ、平均は 2.13ｍと 小値は 1.39 である。その差は 3.31ｍである。 
 

茨木神社の石燈籠の高さについて、図 6-1 は茨木神社における境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係図

のデータである。茨木神社の境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係を究明するため考察おこなった。その方

法として、次のような 2 変数（X と Y）の 3 次回帰方程式（点線）と 2 変数（X と Y）の 2 次回帰方程式（践線）を適用し

た。ここで、X は境内境内建築物で、Y は灯籠の高さである。決定係数は R2 である。 

 

Y(灯籠のの高さ)=-0.0001X3+0.009X2+0.28X+4.46 ……決定係数(R2 =0.916) …測量値……(6-1) 

Y(灯籠のの高さ)= 0.0019X2-0.128X+3.820     ……決定係数(R2 =0.817) …測量値……(6-2) 

 

2 変数（X と Y）の３次回帰方程式と２変数（X と Y）の 2 次回帰方程式の決定係数は、点線の 0.916 と実践の 0.817

である。同じ測量値あっても解析によって決定係数（R2）の差は 0.099 であることが確認された。 

 

7.おわりに 

7-1. 茨木神社の社殿建築 

茨木神社の社殿建築を比較した結果を、次のように要約できる。高さの 高値は本社拝殿 9.61m、平均値 7.49m、

小値は本社幣殿 5.50ｍである。間口の 大値は本社拝殿 9.85m、平均値 5.97m、 小値は奥宮社殿 3.58ｍであ

る。奥行きの 大値は本社拝殿 6.91m、平均値 5.31m、 小値は奥宮社殿 4.04ｍである。面積の 大値は本社拝

殿 68.06m2、平均値 33.99 m2、 小値は奥宮社殿 14.46 m2 である。一方、本社拝殿は、高さ・間口・奥行きおよび面

積において 大である。 小値は、高さは本社幣殿であり、間口・奥行きおよび面積は奥宮社殿である。茨木神社

の摂末社建築を比較した結果を、次のように要約できる。 

高さの 大値は稲荷神社 6.57ｍ、平均値は 4.32ｍ、 小値は多賀神社 2.23ｍである。間口の 大値は恵美須

神社8.44ｍ、平均値は3.74ｍ、 小値は厳島神社 0.95ｍである。奥行きの 大値は恵美須神社6.43ｍ、平均値は

3.12ｍ、 小値は厳島神社 0.95ｍである。面積の 大値は恵美須神社 54.27ｍ2、平均値は 17.92ｍ2、 小値は厳

島神社 0.90ｍ2 である。摂末社における高さの 高値は稲荷神社 6.57ｍであり、 小値は多賀神社 2.23ｍである。 

 

7-2.茨木神社の鳥居 

茨木神社には各社殿・摂社・末社等に鳥居が建立している。統計分析の結果は次の通りである。 

柱の円周、 大値は東門・南門 1.82ｍ、平均値は 1.16ｍ、 小値は皇大神宮 0.38ｍである。  

柱の直径、 大値は東門・南門 0.58ｍ、平均値は 0.37ｍ、 小値は皇大神宮 0.12ｍである。    

柱間距離、 大値は東門・南門 3.61ｍ、平均値は 2.58ｍ、 小値は厳島神社 1.35ｍである。   

貫下点部、 大値は東門・南門 3.41ｍ、平均値は 2.57ｍ、 小値は厳島神社 1.62ｍである。  

貫上点部、 大値は東門・南門 3.76ｍ、平均値は 2.83ｍ、 小値は厳島神社 1.78ｍである。  

笠木下点、 大値は東門・南門 4.30ｍ、平均値は 3.20ｍ、 小値は厳島神社 1.97ｍである。  

笠木上点、 大値は東門・南門 4.52ｍ、平均値は 3.37ｍ、 小値は厳島神社 2.06ｍである。  

反り増し、 大値は東門・南門 4.88ｍ、平均値は 3.97ｍ、 小値は厳島神社 2.16ｍである。 

ここで、柱円周・柱直径・柱間距離・貫下点・貫上点・笠木下点・笠木上点・反り増しの 大値は、南門と南門の

前にある鳥居である。一方、柱円周と柱直径の 小値は皇大神宮の前の鳥居であり、柱間距離・貫下点・貫上

点・笠木下点・笠木上点・反り増しの 小値は厳島神社前の鳥居である。稲荷神社には、神明系鳥居であるか

ら反り増しは無である。 
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7-3.茨木神社の石灯籠 

表 7-1 は茨木神社の 49 基石燈籠の高さ(m)のデ－タである。灯籠は、奥宮本殿、本社本殿、本社前、社殿の右

塀、参集殿、東門と西門の灯籠、摂社と末社前の灯籠である。茨木神社における 49 基石燈籠の高さを考察した。そ

の結果、 大値は 4.70ｍ、平均は 2.13ｍと 小値は 1.39 である。その差は 3.31ｍである。 
 

 

表 7-1.茨木神社の本宮と本社の灯籠計測値 図 7-1.茨木神社の本宮と本社の灯籠計測図 

 

奥宮本殿、本社本殿、本社前の統計は、 大値 3.17m、平均値 2.05 と 小値 1.66m である。その差は 1.51ｍで

ある。茨木神社の境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係を究明するため考察おこなった。その方法として、次

のような２変数（X と Y）の２次回帰方程式（践線）を適用した。ここで、X は境内境内建築物で、Yは灯籠の高さである。

決定係数は R2 である。 

 

Y = 0.006X2-0.071X+1.889)  …決定係数（R2＝0.925）……測量値……(7-1) 

測量値の解析によるであることが確認された。 

 

社殿、参集殿、儀式殿前にある灯籠の統計は、 大値 3.07m、平均値 1.98 と 小値 1.39m である（表 7-2）。そ

の差は 1.68ｍである。茨木神社の境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係を究明するため考察おこなった（図

7-2）。その方法として、次のような２変数（XとY）の２次回帰方程式（践線）を適用した。ここで、Xは境内境内建築物

で、Y は灯籠の高さである。決定係数は R2 である。 

 

Y = 0.01X2-0.036X+1.519     ……決定係数(R2 =0.890) …測量値……(7-2) 

測量値の解析による決定係数（R2）は 0.890 であることが確認された。 

 

 

表 7-2.茨木神社の社殿の灯籠計測値 図 7-2.茨木神社の社殿の灯籠計測図 
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表 7-3.摂末社・鳥居の灯籠計測値 図 7-3.茨木神社の摂末社・鳥居の灯籠計測図 

 

摂社・末社、東と西門前の統計は、 大値 4.70m、平均値 2.40 と 小値 1.67m である（表 7-2）。その差は 3.03

ｍである。茨木神社の境内建築物と周辺にある灯籠の高さとの関係を究明するため考察おこなった（図 7-2）。その

方法として、次のような２変数（X と Y）の２次回帰方程式（点線）を適用した。ここで、X は境内境内建築物で、Y は灯

籠の高さである。決定係数は R2 である。 

 

Y = 0.032X2-0.280X+2.202    ……決定係数(R2 =0.860) …測量値……(7-3) 

測量値の解析による決定係数（R2）は 0.860 の係数であることが確認された。 

 

7-4.茨木神社の経緯度 

茨木神社 34 度 49 分は、西淀川区の野里住吉神社 34 度 42 分、田蓑神社 34 度 43 分と四條畷市の四條畷神社

34 度 44 分、西淀川区の大隅神社 34 度 45 分より北側にある。一方、茨木神社 34 度 49 分は、島根県の志都岩屋

神社 34 度 51 分と物部神社 35 度 09 分と交野市の交野天神社、34 度 52 分より南側に鎮座している（図 7-3）。 

 

図 7-3.茨木神社と関連神社の北緯図 図 7-3.茨木神社と関連神社の北緯と東経 

 

図 7-4 は、茨木神社と関連神社の北緯と東経との関係を表示した。北緯は 34 度 36 分から 34 度 3８分まで鎮座

し、東経は１３５度３５分から１３５度３５分までに鎮座ししている。茨木神 135 度 34 分は、坐摩神社・住吉神社 135 度

29 分、難波神社・御霊神社 135 度 30 分、大隅神社・柴垣神社 135 度 33 分より東側に鎮座している。一方、茨木神

135 度 34 分は、穴太神社・樟本神社（北木の本）・樟本神社（南木の本）・樟本神社（南木の本）・渋川神社・八尾天

茨木神社 
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満宮・八尾神社・許麻神社 135 度 35 分より西側にしている。すなわち、樟本神社・渋川神社を含む 8 神社について

は、同一の北緯線上にあることが確認された。聖域である鎮座地を選択したのは、物部時代に居住していた先人ら

の偉大なる偉業の賜物と感謝の表する次第である。 
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別表 1.茨木神社の年代順の内容 

和歴 
西

暦 
茨木神社の年代順の内容 

延暦 23 ８０４ 
50 代垣武天皇（781-806）、坂上田村麻呂公は、和泉・摂津両国に天皇巡幸時の仮宮殿・行宮

設定のために派遣され両国の各所を巡視された。 

延暦 24 ８０５ 
50 代垣武天皇（781-806）、長岡京・平安京の二度の造都事業と度重なる東北 征討軍事によっ

て農民が疲弊しているとして民政安定へ朝廷の方針が変更決定された年。 

大同 02 807 

51 代平城天皇（806-809）、坂上田村磨呂が荊切の里（現「茨木」の由来）を作った際、今は奥

宮・天石門別神社が鎮座された創建。当時は、現在の茨木市宮元町（元は荊切の里）に鎮座。

天石門別神社の名は、「延喜式神名帳」に式内社。 

天正 8 1580 
106 代正親町天皇（1557-1586）、 

中川清秀公は神領十三石を寄進。 

元和 3 1617 
108 代後水尾天皇（1611-1629）、天満神社は 元和 3 年（１６１７年）茨木城廃城により当地へ奉

遷されました天満神社は茨木城内ありし鎮守社で元和３（1617）年に境内に移す。旧村社 

元和 3 1617 

108 代後水尾天皇（1611-1629）、茨木神社東門は、楠正成が築いたとされる茨木城（1334-1336

年）の廃城にあたり、搦手門を移築。城主は中川清秀と片桐且で変わっていた。城郭は、現茨木

小学校付近に本丸。 

天満宮建造、瓦葺（本殿） 茨木城内ありし鎮守社で境内に移す。例祭は２月２５日 。恵美須神

社は、元和 3（１６１７）年より町内の商家の私宅で順番に祭祀。 

元和 08 1622 

108 代後水尾天皇（1611-1629）、 

本殿の造営は、スサノヲを祀る正殿と春日神・八幡神を祀る相殿。 

天石門別神社・社殿造営は、切妻造・妻入り。本殿は、春日造で、左右二社は流造。 

皇大神宮は三重県伊勢市にある神社。伊勢の神宮の 2 つの正宮のうちの 1 つである。一般に

は内宮と呼ばれる。式内社（大社）。「茨木村誌」には「当社ハ往古別境内ニシテ茨木川ノ傍ニア

リ」と記され、 棟札にも「元和 8 年修造」とあることか現在地に宮地が遷され、奉遷された。 

奥宮として社殿が造営された。それまでは小祠であった。 

明暦 01 1655 

111 代後西天皇（1655-1663）、東参道入口のの鳥居は建立。 

東参道の鳥居は「乙未年摂州島下郡茨木村牛頭天王・・・」と記録。 

今から 330 年程前で、 初めは南参道に建立されたものを、後に東参道に移築。 

元禄 02 1689 
113 代東山天皇（1687-1709）、愛宕神社は 杜の都仙台にある火の神『軻遇土神（ｶｸﾞﾂﾁ-ノ－ｶ

ﾐ）』を祀る。愛宕神社は棟札に正月奉再興」とあり、それ以前に御鎮座されたことが窺えます。  

延享 03 1746 
115 代櫻町天皇（1735-1747）、稲荷神社は七五三、お宮参りなど、皆様のお幸せを祈願と御鎮

座。稲荷神社と猿田彦神は別殿であった。 

宝暦 12 1762 

116 代桃園天皇（1747-1762）、事平神社は奉納の石燈籠によって、それ以前の創建であること

が窺えますが、 後に刊行された「摂津名所図会」には描かれていないことから、以降に他所から

当地へ合祀されたと考えられる。 

寛政 10 1798 
119 代光格天皇（1780-1817）、摂津名所図会及び社伝によると高槻城高山右近が、織田信長

に倣い神社仏閣を焼却するに際し、信長が天照大御神、春日大神、八幡大神及び 牛頭天皇
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（素盞嗚大神）の諸社は焼くべからずとしたので牛頭天皇を祀ると詐称して焼却を免れたと伝え

られています。 

文化 02 1805 

119 代光格天皇（1780-1817）、大鳥居の横にある「大燈籠」。茨木城主であった中川清秀も茨木

神社への崇敬の念が篤く、神社への狼藉を厳しく禁止する高札を掲げるとともに、神領 13 石を

寄進。 境内には、酒造家や商人が寄進した石灯籠が 97 基も並んでいます。大河ドラマ「軍師

官兵衛」ゆかりの地の史跡番組を紹介 

明治 04 1871 
122 代明治天皇（1867-1912）、 

応神天皇を主祭神とし、社名も茨木神社と改める 

明治 05 1872 
122 代明治天皇（1867-1912）、明治の社格制度により茨木神社が郷社に列せられる。氏子によ

る元宮天石門別神社への社格授与嘆願運動が起る。 

明治 12 1879 

122 代明治天皇（1867-1912）、「茨木村誌」には当神社の創祀は天石門別神社が鎮座された」と

伝えられる。郷社に列し、一境内に郷社が二社ある全国にも珍しい神社。 

天石門別神社は中世以前の茨木村の氏神になるあ。 

天満神社は、村社に列せらる。恵美須神社は、茨木神社境内に社殿が創建。 

明治 13 1880 
122 代明治天皇（1867-1912）、 

本殿は、新たに弊殿と拝殿が檜皮葺きで建造。 

明治 35 1902 
122 代明治天皇（1867-1912）、 

南参道大鳥居大鳥居の建立。これまでの大鳥居を南参道に新たに大鳥居が建立された。 

明治 41 1908 

122 代明治天皇（1867-1912）、 

主原神社は、もと主原村に祀られたが、合祀令により当地へ合祀された。 

主原神社建造、 柿葺流造彩色 旧主原の村社。 

多賀神社（村社）と皇大神社は、もと下中条に祀られたが、当地へ移転された。 

多賀神社建造、 柿葺流造 下中条の村社を移転。  

事平神社、金山彦命は、主原御嶽神社（現御旅所）から合祀令により当地へ合祀された。 

皇大神宮建造、 天照皇大神 銅板葺流造 旧上中条村社。  

皇大神社は、合祀令により当地へ合祀された。 

明治 44 1911 
122 代明治天皇（1867-1912）、大正天皇が陸軍の演習観戦の後に、梅林寺に仮にお泊りの時

にの黒井の水を献上された。黒井は天石門神社（アマノイワトワケ神社）の水。 

大正 11 1922 
124 代大正天皇（1912-1926）、 

「大阪府全志」にも当神社の創祀は天石門別神社が鎮座された」と伝えられる。 

大正 13 1924 
124 代昭和天皇（1926-1989）、 

稲荷神社の本殿は建造し、現在の社殿を築き合祀された。 

昭和 04 1929 

124 代昭和天皇（1926-1989）、 

本殿は、現在の銅板に葺き替えられる。 

建速素遺嗚命（ 配祀／天児屋根命 誉田別命）、本殿は 現在の銅板に葺替えられた。 

昭和 15 1940 
124 代昭和天皇（1926-1989）、 

紀元 2600 年を参祝・記念して、境内参道に敷石を舗設。 

昭和 21 1946 
124 代昭和天皇（1926-1989）、 

神社制度の改革により宗教法人として新たに発足し現在に及んでいる。 

昭和 41 1966 
124 代昭和天皇（1926-1989）、儀式殿は建設され、社務所を建て替え、２階は式場・写真場・衣

装室を備えた結婚披露宴会場としてご利用。また、諸会議・祭典時の斎館としてご利用。 

昭和 49 1974 

124 代昭和天皇（1926-1989）、 

愛宕神社建造、火産霊命 銅板葺春日造 本殿  

奥宮社殿、現覆屋は、氏子崇敬者の浄財により神明殿の社殿に改築造営された。 
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昭和 57 1982 
124 代昭和天皇（1926-1989）、 

恵比寿講設立 30 周年記念事業の一環で、春日灯籠 50 基画寄進された。 

平成 03 1991 

125 代今上天皇（1989-2ｘｘｘ）、儀式殿の北隣にある参集殿。平成の御大典記念として建設さ

れ、参集室は諸会議・研修の場として、また結婚披露宴会場としてご利用。 

茨木神社の梅園は、平成の御大事業として、白梅･紅梅とを植樹。 

平成 03 1993 124 代今上天皇（1989-2ｘｘｘ）、皇太子殿下ご結婚記念に蠟梅を植樹。 

 

別図 1.茨木神社の境内配置図 

 

別表 2.茨木神社関連の名称と説明
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