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ABSTRACT 

This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural 

heritage studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave 

Environmental Net Society which went in “the Sumiyoshi-Taisha "which is Osaka city, Osaka  

pref.（Height 4.8m）. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific 

management method. 

Origin foundation：According to the Kamakura period's "King of the Imperial Throne", the reign is the 

Empress jingū Regency 11 (211) year. As Empress Jingū flattered Silla (57 BC - 935 AD), the ship 

suddenly became sluggish. Asking to God, ”Sumiyoshi daijin “ was enshrined in the Sumiyoshi land 

as it was told ”. Worshipped God is Sumiyoshi-no-Ökami (Sokotsutsu-no-ono-mikoto, Nakatsutsu-no-

ono-mikoto and Uwatsutsu-no-ono-mikoto) and furthermore Empress Jingū (okinagatarashi-hime-no-

mikoto). 

Empress Jingū, the festival of ogami in the sumiyoshi area after returning home, was also the 1st, 2nd and 

3rd hongu and the 4th hongu was festivities. It is considered to be the family of tumori-uzi who played the 

festival of Sumiyoshi Taisha. Sumiyoshi-no-ookami (gods) is famous for exorcism, navigation safety, roads 

of Waka, industrial development and so on. "sumiyoshi-no-ookami (gods)" is believed in as god of the sea, 

god of misogiharae, god of the sea route peace. 

Characteristic of main shrine; The three ancient buildings are "shinmei-zukuri" of ise jingu shrine, 

Izumo Taisha Shrine " Taisha-zukuri " and sumiyoshi taisha shrine "sumiyoshi-zukuri". Motomiya in 

sumiyoshi taisha shrine is four roofs of the next. The first honguu's god is sokotsutsu-no-ono-mikoto. 

The second honguu god is nakatsutsu-no-ono-mikoto. The third honguu god is uwatsutsu-no-ono-

mikoto. The fourth honguu god is empress jingū. The position of honguu lies in the vertical (east and 

west) of the first, second and third honguu from the back of the precincts, and the fourth honguu is on 

the right (South) of the third honguu. 
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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総合学術調査の一

部である。本稿の住吉大社の鎮座地は、大阪市住吉区住吉 2-9-89 である。位置と標高は北緯 34 度 36 分 44.60

秒、東経 135 度 29 分 37.63 秒座標。標高：4.8ｍである。 

起源と創建について、住吉大社によると、 住吉の神さまは俗に海の神とされる。海の神とは、生命の根源を守る

神を意味する。すなわち、伊弉諾尊の禊祓（みそぎはらえ）の際に海の中から現れた神である底筒男命・中筒男

命・表筒男命をいう。息長足姫命（神功皇后）・西暦 211 年、この地に鎮斎になったと伝えられる。が、実際の年代

では５世紀初頭と推測される。大和政権の玄関口にあたる難波（なにわ）に鎮座して、遣唐使をはじめ大陸との渡

航を守り、奈良時代以前より外交・貿易と産業を守護する神とされている。神階は延暦３（784）年、同年に従二位と

なり、大同元（806）年従一位となる。社格等は式内社（名神大④座）、摂津国一宮、 ２２社（中７社）官幣大社と別

表神社である。住吉大社は、全国に約 2,300 社ある住吉神社の総本社であり、下関の住吉神社、博多の住吉神社

とともに「日本三大住吉」の一社である。別称として「住吉大神宮（ｵｵｶﾞﾐ-ﾉ-ﾐﾔ）」ともいい、神社で授与される神札

には「住吉大神宮」と書かれている。また、地元では「すみよしさん」または「すみよっさん」と呼ばれる。 

現在の住吉大社の本殿は 重要文化財（第一・第二・第三・第四の本宮拝殿）である。境内には、反橋(そりはし)、

石舞台（国の重要文化財）、石灯籠（600 基）、住吉文華館、御文庫、神馬舎、桜畠土俵（相撲場）などが貴重な文

化財である。関連史跡は、住吉行宮跡(国の史跡）、宿院頓宮 北高蔵（重要文化財）と住吉高燈籠(日本最古の灯

台)がある。鳥居は、住吉鳥居をはじめ、大海神社鳥居、角鳥居、正面鳥居、旧東鳥居、若宮八幡宮鳥居と楠珺社

等の 21 基があり、灯籠は、600 基ほどの石灯籠がある。文化財は、6 月 14 日の御田植神事は田植踊、住吉踊な

ど貴重な芸能を伝承し、重要無形民俗文化財に指定。重要文化財（国指定）は、住吉大社 １３棟（建造物）と南

門・東楽所・西楽所・石舞台の４棟等がある。 

既存の大社にある鳥居の計測と関連資料情報を収集して、構造物の距離の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、大社鳥居や灯籠の関連資料に関

する報告は少ない。住民発達史や環境変遷史との関わりで、大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。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、さらに、短時

間の調査であったため、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、国際化時代に相応すべく、神社の由来については英語の翻訳を添付した。 

 

 

写真 1-1.

住吉大社

の本殿写

真を引用 
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２.住吉区と住吉大社の環境 

２-１.住吉区の環境 

住吉区を次のように要約できる。近畿地方、大阪府、市：大阪市である。面積：9.40km²、総人口：153,869 人 

（推計人口、2016 年 10 月 1 日）、人口密度：16,370 人/km²、隣接行政区は大阪市（阿倍野区、東住吉区、西成

区、住之江区）、堺市（堺区、北区）、松原市である。区の花はカキツバタである。 

 

２-２.住吉区の歴史 

住吉は古代では「スミノエ」と読み、万葉集にも登場し、歴史は古い。現在、住吉、住之江、墨江は、別な地域名

となっているが、元は住吉の読みの「スミノエ」の異表記だった。もとは摂津国住吉郡といい、古代には住吉津（スミ

ノエノツ）とそれを護る住吉大社が栄えた。中世には、住吉大社宮司の津守氏の館の住之江殿（正印殿）に南朝の

後村上天皇の御座所（皇宮）が、約 10 年間置かれ（住吉行宮）、南朝の拠点となった。 

明治１１（1878）年、「郡区町村編制法」が施行されて大阪府住吉郡が誕生した。住吉区は、大正 15（1925）年に、

大阪市編入の際には、当初は名称を「阿倍野区」とする案が出されたが、最終的に住吉区の名称が採用された。

その後、昭和 18（1943）年の分増区により、当時の阿倍野区・東住吉区にあたる区域を分離したが、住民の反対に

よりこの案は撤回され、住吉大社周辺を含む当区の区域が住吉区の区名を継承した。昭和 49（1974）年には住吉

区と住之江区に分区された。 

住吉大社：仲哀９年（200 年）に住吉大神を祀ったのが始まりで、1800 年の歴史を持つ日本屈指の大社の一つ

である。住吉行宮跡：➀９６代後醍醐天皇（1318-1339）の子である②９７代後村上天皇（1339-1368）の南朝の御座

所、約１０年間も皇居とした遺跡がある。次の③98代長慶天皇（1368-1383）は、ここで即位された遺跡がある。明治

時代に④122 代明治天皇（1867-1912）が立ち寄り史跡に指定されている。元は住吉大社の歴代宮司の津守氏の

館の住之江殿（正印殿）。大半は民有地となったが、敷地の一部だけが残り、国の史跡となり、近年までは、津守氏

の７４代目の子孫が住んでいた。 

 

2-3.住吉大社の祭神について 

『日本書紀』では、住吉大神とともに神功皇后による創祀とされ、主祭神の住吉三神（筒男三神/筒之男三神）は、

『古事記』・『日本書紀』において２つの場面で登場する神々である。 

➀生誕の場面で、黄泉国から帰ったイザナギ（伊奘諾尊/伊邪那岐命）が、穢れ祓いのため禊をすると、綿津見

三神（海三神）と筒男三神が誕生したとし、その筒男三神については、『日本書紀』では、「是即ち住吉大神なり」、

『古事記』では「墨江（大阪市住吉区の町名）の三前（ミサキ）の大神なり」とする。 

②次に、登場するのは、神功皇后の朝鮮出兵の場面で、住吉神の神託もあって皇后の新羅征討が成功したと

する。特に『日本書紀』では、住吉神は皇后の朝鮮からの帰還に際しても神託したとし、それにより住吉神の荒魂を

祀る祠が穴門山田邑に、和魂を祀る祠が大津渟中倉之長峡に設けられたとする。通説では、穴門山田邑の祠（荒

魂）が下関の住吉神社（山口県下関市）、大津渟中倉之長峡の祠（和魂）が住吉大社に比定されている。 

三神の「ツツノヲ」の字義は、「津の男＝津ツ男」とする説のほか、「ツツ＝星」の意とする説もある。船霊を納めた

筒の由来とする説もあり、対馬の豆酘（つつ）から「豆酘の男」とする説もある。そのうち「津の男」、すなわち、港津の

神とする説では、元々は住吉大社南側の住吉津の地主神・守護神であったとし、難波の発展に伴って難波津も含

むヤマト王権の外港の守護神に位置づけられ、神功皇紀のような外交・外征の神に発展したと推測される。また 



4 

 

4 

 

星の意とする説のうちでは、オリオン座中央の三つ星のカラスキ星

（唐鋤星、参宿）と関連づける説などがある（写真 2-1）。ここで、唐

鋤（からすき）は、昔、田畑を耕すために用いた道具である。三つ

星だけで唐鋤星と呼んでいるケースが多いが、オリオン座のζ（ゼ

ータ）星から小三つ星へのカーブが牛に取り付ける柄、三つ星が

人間の持つ柄の部分だと見ることもできる。 

摂津（さまざまの津の国を集合）住吉大社の創建は、神功皇后

の帰朝の後と伝えられ、５世紀初頭である。長く「スミノエ」と読ま

れ、平安時代から「スミヨシ」と読まれた。摂津住吉（スミノエ）郡成

立の時期は、住吉大社創建のはるか以前と思われ、摂津には、ナカ（那珂、那賀）の地名がなく、ナニハ（難波）の

類音地名になった。 

 

三神の「ツツノヲ」は、津の男＝津ツ男といい、「ツツ＝星」の意で、船霊を納めた筒の説。 

「星の説」は、オリオン座中央の三つ星のカラスキ星（唐鋤星、参宿）と関連づける説がある(写真 2-1)。 

対馬の豆酘（つつ）から豆酘の男すなわち港津の神で、住吉大社南側の住吉津の地主神・守護神 

長く「スミノエ」と読まれ、平安時代から「スミヨシ」と読まれた 

摂津住吉（スミノエ）郡成立の時期は、住吉大社創建のはるか以前と思われる。 

摂津にはナカ（那珂、那賀）地名がなく、ナニハ（難波）以外に類音地名がある。 

 

『神代記』で最も有名な伝承は、神功皇后に関するもので、神功皇后が住吉大神と「密事」があり、俗に夫婦の間

柄となったと、いう主旨の註記が付されている。この伝承は、神功皇后と関連してしばしば取り上げらている。日本

全国と言ってよいほど、住吉神社の祭神は住吉大神（底筒男命、中筒男命、表筒男命、息長足姫命＝神功皇后の

総称）である。住吉大社も同で、『古事記』によれば、海神・住吉三神（底筒男命、中筒男命、表筒男命）は「墨江三

前大神」と呼ばれ、これは普通「ｽﾐﾉｴ-ﾉ-ﾐﾏｴ-ﾉ-ｵｵｶﾐ」と読まれる。しかし、正しくは「ｽﾐﾉｴ-ﾉ-ﾐｻｷ-ﾉ-ｵｵｶﾐ」であ

ろう。「三前」はミサキであり、「御崎」の意味でも用いる。もともと博多湾中央に突き出た岬の突端が博多住吉神社

で、住吉三神はそこに祀られていた海神だった。 

 

『古事記』によれば、海神・住吉三神（底筒男命、中筒男命、表筒男命）は「墨江三前大神」と呼ばれる。 

「ｽﾐﾉｴ-ﾉ-ﾐﾏｴ-ﾉ-ｵｵｶﾐ」と読まれるが。正しくは「ｽﾐﾉｴ-ﾉ-ﾐｻｷ-ﾉ-ｵｵｶﾐ」であろう。 

「三前」はミサキであり、「御崎」の意味でも用いる。 

もともと博多湾中央に突き出た岬の突端が、博多住吉神社で、住吉三神はそこに祀られていた海神だった。 

 

『古事記』神話によれば、住吉三神はイザナギの禊の際に綿津見三神とともに生まれた。より詳しく言えば、①神

直日神・②大直日神・③八十枉津日神が生まれ、さらに④底筒之男命が⑤底津綿津見神の次に、⑥中筒之男命

が⑦中津綿津見神の次に、⑧上筒之男命が⑨上津綿津見神の次に生まれたのである。合わせて九柱の神を祓い

の神とする場合がある。『古事記』では、綿津見三神を海人族・阿曇連の奉祀する神々と明記している。もともと安

曇（阿曇）は奴国の王族だったと見られるが、綿津見三神を祀る綿津見神社は、対馬に多いので、本貫地は対馬

はないがかなと思われる。奴国の滅亡に伴って志賀島（おそらく《天浮橋》の正体）に退却した。 

 

写真 2-1.三つ星のカラスキ星 



5 

 

5 

 

住吉の海人が、綿津見三神（底津綿津見神・中津綿津見神・表津綿津見神）と完全に並行的な住吉三神を祀る

のは、ワタツミの方言が、ツツノヲであると考えれる。海が海面・海中・海底それぞれに恵みをもたらすことを綿津見

三神として表現したのだとすれば、何か別の解釈があるかも知れない。「ツツ＝星」が意味する可能性がある。しば

しばオリオン座三ッ星を神格化したと言われる。弥生人・住吉の海人が、星を頼りに夜間航海をしたとの疑問もある。 

 

『古事記』は、綿津見三神を海人族・阿曇連の奉祀する神々と明記されている。 

安曇（阿曇・福岡市）は奴国の王族で、綿津見三神を祀る綿津見神社は、本貫地は対馬と思われる。 

奴国の滅亡に伴って志賀島（おそらく《天浮橋》の正体）に退却した。 

ワタツミとは、ワタ・ツ・ミ＝「海の神」で、ワタは海の古語で（朝鮮語で「海」を（バタ・pata）と同源の可能性がある。 

ワタツミの方言が、ツツノヲであると考えられる。 

海が、海面・海中・海底それぞれに恵みをもたらす事から綿津見三神として表現すれば、何か別の解釈がある。 

 

「住吉」の読みは、現在は「スミヨシ」であるが、元々は「スミノエ（スミエ）」であったとされる。例として、以前の『万

葉集』では「住吉」のほか「住江」・「墨江」・「清江」・「須美乃江」と見える。一方、平安時代の『和名抄』では「須三與

之」と見える。本居宣長の『古事記伝』以来の通説では、元々の「スミノエ」に「住江」・「墨江」・「清江」・「住吉」等の

各表記があてられた中で「住吉」が一般化し、それが音に転じて平安時代頃から「スミヨシ」の呼称が一般化したと

解される[4]（類例に日吉大社<ヒエ→ヒヨシ）。ただし過渡期の平安時代には両者の使い分けも見られ、歌学書の

歌枕での扱いでは、「スミノエ」は江を指し、「スミヨシ」は社・浦・里・浜を指すとする。 

元々の読みである「スミノエ」の字義について、『摂津国風土記』逸文では、現出した住吉大神が当地を「真住吉

住吉国（真住み吉き住み吉き国）」と讃称したことを由来とする地名起源説話を載せる。一方で歴史考証上では、

「清らかな入り江（= 澄み江）」を原義とする説が有力視される。実際に住吉大社南側の細江川（細井川）旧河口部

には入り江があったとされ、古代にその地に置かれた住吉津（墨江津）は難波津とともに外交上の要港として機能

し、住吉大社の成立・発展と深く関わったとされる。 

 

２-4.日本書紀の記述「檍原で禊（ミソギ）」 

 

表 2-1.伊邪那岐が黄泉国から帰り、禊ぎ祓いした時に生まれた神 

 
 

➀伊奘諾尊（ｲｻﾞﾅｷﾉﾐｺﾄ）は、筑紫（つくし）の日が当たる小戸橘（たちばな）の檍原（あはきはら）という所に来ら

れて、禊（ミソギ）をし、②海（わた）の底に沈んで禊して生んだ神は、底津少童命（ｿｺﾂﾜﾀﾂﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。次に
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生んだ神は底筒男命（ｿｺﾂﾂﾉｦ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。③潮（しお）の中に潜って禊して生んだ神は、中津少童命（ﾅｶﾂﾜﾀ

ﾂﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ）で、次に生んだ神は中筒男命（ﾅｶﾂﾂﾉｦ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。④潮（しお）の上に浮いて禊して生んだ神は、

表津少童命（ｳﾜﾂﾜﾀﾂﾐ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。次に生んだ神は表筒男命（ｳﾜﾂﾂﾉｦ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。⑤底筒男命・中筒男

命・表筒男命は住吉大神（ｽﾐﾉｴ-ﾉ-ｵｵﾐｶﾐ）のことである。底津少童命・中津少童命・表津少童命は阿曇連（アヅミ

ノムラジ）達が祭祀をおこなっている神である（表 2-1）。⑥次に左の眼をお洗いになった。そして、生んだ神を名付

けて天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ-ｵｵﾐｶﾐ）という。諾伊弉諾尊（冉・ｲｻﾞﾅｷﾞ・奴国王）と伊弉冉尊（諾・ｲｻﾞﾅﾐ）は伊邪那岐が黄

泉国から帰り、禊ぎ祓いした時に生まれた神を記述する。⑦日(太陽)の神は、天照大神は左目を洗ったら天照大

神が誕生（高天原(ﾀｶﾏﾉﾊﾗ）を収めた。日本神話に登場する神である。皇室の祖神で、日本民族の総氏神である。

『延喜式』では自然神として神社などに祀られた時 

の「天照」は「アマテル」と称す。⑧月の神・月夜見（ﾂｷﾖﾐ）・月読神。右目を洗ったら月読命が誕生し、天世界（夜の

世界）を与えた。⑨火の神・素戔鳴（スサノヲ）は、面土国王＝刺史の如き者・素戔男尊・鼻をすすいで須佐之男命

が誕生し、海原を治め、暴力と武勇の持ち主の神で、すなわち、迦具土（カグツチ）である。⑩禍の神は、禍の神と

神の禍祓い神があり、日本書記の７代天使に記載している。⑪海の神は、海底の神、海中の神と海面の神に分類

でき、日本書記の７代天使に記載している(表 2-1）。 

 

２-5.住吉三神と神功皇后 

住吉三神とは、底筒男命（ウリエル・薬師如来）、中筒男命（ラファエル・阿弥陀如来）、大日如来（ガブリエル・表

筒男命）を本地とすると考えられる。仏教の７大如来には、大日如来・阿弥陀如来・薬師如来がある。東方正教会

の七大天使が、各曜日に当てると、ミカエル（日曜）、ガブリエル（月曜）、ラファエル（火曜）、ウリエル（水曜）、セア

ルティエル（木曜）、イェグディエル（金曜）、バラキエル（土曜））である。七大天使：約３億６千５百万年前に、９次元

救世主のアール・エル・ランティと共に、マゼラン星雲のベーエルダ星からやって来た大天使たちである。すなわち。

ミカエル大天使（天使長、天使軍団総指揮官）、ガブリエル大天使（通信）、ラファエル大天使（芸術）、サリエル大

天使（医療）、ウリエル大天使（天使長補佐）、ラグエル大天使（教育）、ルシフェル大天使（知性）の７大天使からな

っている(表 2-2）。 

 

ガブリエルは、七大天使の中で通信伝達を担当しており、レムリア時代にマヌ様の指導により、科学・彫刻などを

修行した。ルネッサンス時代には、レオナルド・ダ・ビンチとして生まれ、「最後の晩餐」や「モナ・リザ」などの芸術作

表２-２.審判から世の終り間、重きを為す主要四神の仮名 
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品を残した。キリスト教においては、イエス・キリストの「受胎告知」したことで知られ、イスラム教のコーランの中にお

いても数々のメシアたち、そして光の天使たちに、神の意思を伝える使命を果たし、地上に降ろされた神の言葉を

いかにして世界中の生きとし生ける神の子たちに伝えるかという面での役割を負った。 

ラファエルは、正法が流布される時に、神の宗教的な教えが世に広まる時に、その補助として神の教えと芸術を

通じて広めることを担当する大天使である。宗教画や賛美歌などから神の御心を伝え、ステンドグラスや大聖堂の

ような空間の中において創作された宗教的な彫像であるマリア像や天使の像によって、人びとが神の臨在を感じう

る部分で神と出会うことのサポートを担当している。ルネッサンス時代にはダンテとして生まれ、『神曲』を通じて地

獄の諸相を伝え、そして転生輪廻における死後の世界について、原因結果の法則により、人びとはどのようにあの

世に行くかという諸相を伝えた。 

ウリエルは、ミカエル、ガブリエル、ラファエルと共に「神の御前に立つ四人の天使」の一人。ウリエルという名前

は、「神の光」「神の炎」を意味する。また、ウリエルの名は預言者の由来といわれる。大天使、熾天使、智天使とさ

れる。芸術作品においてウリエルは、作家と教師にインスピレーションを与え、裁きと預言の解説者という役割をして

いる。神の玉座近くに、はべる権利を持ち、神の意志を執行する司令官の役割で、一説では医療に精通し、癒す

者として認知されていた。 

 

 

系図 2-1.古墳時代、10 代から 16 代皇室と神功皇后と応神天皇 

 

住吉大神というが、住吉大社にともに祀られている息長帯姫命（神功皇后）を含めることがある(系図 2-1)。海の

神、航海の神、和歌の神、またオリオン座の三つ星とされる。住吉三神と神功皇后とは、日本書紀によれば、仲哀

天皇の御代、熊襲(くまそ)、隼人（はやと）など大和朝廷に反抗する部族が蜂起したとき、神功皇后が神がかりし、

「貧しい熊襲の地よりも、金銀財宝に満ちた新羅を征討せよ。我ら三神を祀れば新羅も熊襲も平伏する」との神託を

得た。しかし、仲哀天皇は、この神託に対して疑問を口にしたため、祟り殺される。その後、再び同様の神託を得た

神功皇后は、自ら兵を率いて朝鮮半島の新羅と討伐へと出航した。皇后は神々の力に導かれ、戦わずして新羅、

高麗、百済の三韓を従わせたとある。 

 

２-6.住吉大社と大阪府下の式内社・社格 

 

表２-３.住吉大社と大阪府下にある神社の式内社・社格 



8 

 

8 

 

 

 名称 鎮座地 式 内 近代 その他の社格 加列年 

1 住吉大社 大阪府大阪市住吉区 名神 官大 摂津国一宮・22 社 1952 年 

2 枚岡神社 大阪府東大阪市 名神 官大 河内国一宮 1948 年 

3 大鳥神社 大阪府堺市西区 名神 官大 和泉国一宮 1948 年 

4 生国魂神社 阪府大阪市天王寺区 大名神 官大  1948 年 

5 水無瀬神宮 大阪府三島郡島本町  官大  1948 年 

6 坐摩神社 大阪府大阪市中央区 大社 官中 摂津国一宮 1948 年 

7 阿部野神社 大阪府大阪市阿倍野区  別官  1948 年 

8 四條畷神社 大阪府四條畷市  別官  1948 年 

9 大阪天満宮 大阪府大阪市北区  府社   

10 高津宮 大阪府大阪市中央区  府社   

11 今宮戎神社 大阪府大阪市浪速区  郷社   

12 大阪護國神社 大阪府大阪市住之江区  護国   

 

「式内」は式内社（名神=名神大社、国史=国史見在社）、「近代」は近代社格制度の社格（官大=官幣大社、国中=国

幣中社、護国=内務大臣指定護国神社）。「加列年」は、旧官国幣社で昭和 23（1948）年の制度開始時時点で本庁被包

括であったものについては当初より別表神社であるので、一律に昭和 23（1948）年と記載している。 

住吉の由来：神功皇后が、住吉大神をお祀りされる際、それに相応しい土地をあちこちと探したが、この地を見つけた

時に、「真住吉」との託宣を得られ、住吉と名づけて鎮座された。「住吉」は、スミヨシと読むが、古くは「スミノエ」と読む。ス

ミノエの「エ」とは、今でも関西圏では、良い事を「ええ」(良い)といい、神さまが「住むのに良い」という意味である。神さま

の御心にかなう土地ということで住吉といい。また、住吉大神は祓の神さまでもあり、昔の住吉の海岸は水が美しかったと

いうこともあり、まさに「澄み良し」という意味もある。 

 

２-7.摂津国の現在の行政区分 

摂津国は、現在の大阪府北中部に大半と兵庫県南東部にあたる。大阪府下の高槻市（ただし、旧 樫田村は丹波国）、

茨木市、摂津市、吹田市、三島郡島本町、豊中市、池田市、箕面市・豊能郡豊能町・能勢町である。 （ただし、豊能町

牧・寺田は丹波国）。大阪市（ ただし、鶴見区のうち旧 茨田町、生野区のうち旧 巽町、東住吉区のうち旧 矢田村、平

野区のうち旧 加美村・瓜破村・長吉村は河内国）である。※以下は、明治 4（1871）年まで摂津国に属していた。堺市堺

区のうち大小路以北の堺市街地、旧 三宝村大字弥三次郎新田・南島新田、旧向井町大字七道・遠里小野。北区のう

ち旧 五箇荘村である。※以下は明治 7（1874）年まで摂津国に属した。枚方市のうち旧 牧野村大字磯島。※以下は明

治 35 年に河内国より編入。大阪市鶴見区のうち旧 今津村（旧 東成郡榎本村に編入）。兵庫県の尼崎市、伊丹市、川

西市、宝塚市、川辺郡猪名川町、西宮市、芦屋市である。神戸市 ただし、北区淡河町、須磨区須磨ニュータウン西部、

垂水区、西区は播磨国である。 

 

２-8.住吉大社の太鼓橋（住吉反橋） 
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住吉大社の住吉の象徴として大変有名な太鼓橋 (たいこばし) とも呼ばれる「石の橋脚」、慶長年間に淀君が奉納し

たといわれている。橋については慶長年間（16 世紀末～17 世紀初頭）に最初に造営されたと伝えられている。造営者に

ついては、豊臣秀頼が造営したという説と、

淀殿が造営したという説がある。  

架橋当時は住吉大社付近に海岸線があ

り、本殿と対岸の入り江を結ぶ目的で架橋さ

れた橋だとされている。現在は池の上に橋が

架かっている形になっている。  

橋の基礎部分については創建当初のもの

をそのまま使用していると考えられている。そ

の一方で、木製の橋桁や欄干は老朽化に伴

って何度もかけ直され、直近の掛け替えは 2009年に行われた（写真２-２と写真２-３）。 

 

２-9.住吉大社の石舞台 

住吉大社の石舞台は、住吉区住吉文化財に指定された重要文化財

である。石舞台は、四天王寺の石舞台、厳島神社の平舞台とともに「日

本三舞台」の一つであり、豊臣時代(～夏ノ陣)に舞楽を奏でる場所であ

った。慶長１２（1607）年、豊臣秀頼が石舞台を寄進し、毎年５月の卯之

葉神事では、雅びでおごそかに舞楽が行なわれる。 

 

３.住吉大社の由来と現在 

3-1.住吉大社の和文由来と現在 

創建：神功皇后が、住吉大神をお祀りになり建てられた。鎌倉時代の『帝王編年紀』によると、鎮座が神功皇后

摂政 11（211）年である。神功皇后が新羅を平定された帰り道、急に船が動なくなった。神さまにお尋ねすると、住

吉大神が「大きな港があって玉のように美しく細く突き出た場所に鎮まりたい」と告げられた住吉の地に祀られた。

祭神：祭神は住吉大神(スミヨシノオオカミ)すなわち底筒男命(ソコツツノオノミコト)、中(なか)筒男命、表(うわ)筒男命の三

柱と、神功皇后(ジングウコウゴウ)（息長足姫命（オキナガタラシヒメノミコト)）である。神功皇后は、帰国後、現在地に大神 

を鎮祭したのが、第一・第二・第三本宮であり、第四本宮に祀(まつ)られ、住吉大社の祭祀を担ったのは津守連（津守氏）

一族とされる。住吉大神様は、お祓い・航海安全・和歌の道・産業育成などで有名である。「住吉大神」は、海の神、

禊祓(みそぎはらえ)の神、海路平安の神として信仰されている。 

社殿の特徴：古代建築は伊勢神宮の「唯一神明造」、出雲大社の「大社造」と古風である住吉大社の「住吉造」で

ある。第一本宮：底筒男命（ｿｺﾂﾂﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、第二本宮：中筒男命（ﾅｶﾂﾂﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、第三本宮：表筒男命（ｳﾊﾂﾂﾉｵ-

ﾉ-ﾐｺﾄ）と第四本宮：神功皇后（ジングウ-コウゴウ) で、境内の奥から第一・第二・第三本宮が縦（東西）に並び、第三本

宮の向かって右（南）に第四本宮がある。 

国宝指定：国宝の指定された本宮の建築様式は「住吉造」と呼ばれる。現在の四本宮は江戸時代の造営である。

文化財として、➀国宝指定：住吉大社本殿４棟の建造物。②重要文化財（国指定）：住吉大社１３棟の建造物（南

門・東楽所・西楽所・石舞台・太刀・住吉神代記等。③重要無形民俗文化財（国指定）：住吉の御田植。➃選択無

 
 

写真２-２.住吉大社太鼓橋の側面 写真２-３.住吉大社太鼓橋の正面 

 

写真２-４.住吉大社の石舞台 
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形民俗文化財（国選択）：住吉の御田植神事の芸能。⑤国の史跡：住吉行宮跡。⑥登録有形文化財（国登録）：住

吉大社神館（建造物）。⑦大阪府市指定文化財：有形文化財と無形民俗文化財。⑧大阪市指定文化財：史跡の住

吉大社境内等である。 

 

表 3-1.大阪市、住吉大社の和文詳細資料 

１ 主祭神 
底筒男命(ｿｺﾂﾂﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ)、中(ﾅｶ)筒男命、表(ｳﾜ)筒男命の三柱と、神功皇后(ｼﾞﾝｸﾞｳｺｳｺﾞ

ｳ)息長足姫命(ｵｷﾅｶﾞﾀﾗｼﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ)ともいう。 

２ 神社創建 （伝）神功皇后摂政 11（211）年。 

３ 神 階 延暦３年（784 年）正三位勲三等。延暦３年（784 年）従二位。大同元年（806 年）従一位。 

４ 社格等 式内社（名神大 4 座）、摂津国一宮、 二十二社（中七社）官幣大社、別表神社。 

５ 例 祭 7 月 31 日（住吉祭：大阪府指定無形文化財）。 

６ 特殊神事 

踏歌(とうか)神事（1 月 4 日）、白馬(あおうま)神事（1 月 7 日）、御結鎮(みけち)祭（1 月 13

日）、松苗神事（4 月 3 日）、卯之葉(うのは)神事（5 月初の卯の日）、御田植神事（6 月 14

日）、御輿洗(みこしあらい)神事（7 月第 3 月・火曜）、宝之市(たからのいち)神事（10 月 17

日）などである。 

７ 宮 司 宮司：高井道弘 

８ 鎮座地 大阪府大阪市住吉区住吉 2-9-89。  

９ 交通手段 
南海鉄道 南海本線「住吉大社駅」から東へ徒歩 3 分、南海高野線「住吉東駅」から西へ徒

歩 5 分。阪堺電気軌道 阪堺線 「住吉鳥居前駅」から徒歩すぐ。 

１０ 位 置 北緯 34 度 36 分 44.60 秒  東経 135度 29 分 37.63 秒座標。標高：4.8ｍ。 

１１ 電話・FAX ＴＥＬ：06-6672-0753、ＦＡＸ：06-6672-0110。 

１２ 本 殿 重要文化財（第一・第二・第三・第四の本宮拝殿）。 

１３ 境内 
反橋(そりはし)、石舞台（国の重要文化財）、石灯籠(いしどうろう)（600 基）、住吉文華館、御

文庫、神馬舎、桜畠土俵（相撲場）など。 

１４ 惣社末社 摂社:4 社、末社の境内社:20 社と末社の境外社:4 社。 

１５ 関連史跡 
住吉行宮跡(国の史跡）、宿院頓宮、北高蔵（重要文化財）と住吉高燈籠(日本最古の灯

台)。 

１６ 鳥 居 
住吉鳥居、大海神社鳥居、角鳥居、正面鳥居、旧東鳥居、若宮八幡宮鳥居と楠珺社等の

21 基。 

１７ 灯 籠 600 基の石灯籠。 

1８ 文化財 

6月 14日の御田植神事は田植踊、住吉踊など貴重な芸能を伝承し、重要無形民俗文化財

に指定。重要文化財（国指定）：住吉大社 １３棟（建造物）と南門・東楽所・西楽所・石舞台

の４棟。 

１９ 国 宝 住吉大社本殿４棟（瑞垣及び門）（建造物） 

２０ 札所等 神仏霊場巡拝の道 42 番（大阪 1 番） 
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3-2.住吉大社の英文由来と現在 

Origin foundation：According to the Kamakura period's "King of the Imperial Throne", the reign is 

the Empress Jingū Regency 11 (211) year. As Empress Jingū flattered Silla (57 BC - 935 AD), the ship 

suddenly became sluggish. Asking to God, ”Sumiyoshi daijin “ was enshrined in the Sumiyoshi land 

as it was told ”. Worshipped God is Sumiyoshi-no-Ökami (Sokotsutsu-no-ono-mikoto, Nakatsutsu-no-

ono-mikoto and Uwatsutsu-no-ono-mikoto) and furthermore Empress Jingū (okinagatarashi-hime-no-

mikoto). 

Empress Jingū, the festival of ogami in the sumiyoshi area after returning home, was also the 1st, 2nd 

and 3rd hongu and the 4th hongu was festivities. It is considered to be the family of Tumori-uzi who played 

the festival of Sumiyoshi Taisha. sumiyoshi-no-ookami (gods) is famous for exorcism, navigation safety, 

roads of Waka, industrial development and so on. "sumiyoshi-no-ookami (gods)" is believed in as God of 

the sea, God of misogiharae, God of the sea route peace. 

Characteristic of main shrine; The three ancient buildings are "shinmei-zukuri" of ise jingu shrine, 

Izumo taisha shrine " taisha-zukuri " and sumiyoshi taisha shrine "sumiyoshi-zukuri". Motomiya in 

Sumiyoshi Taisha Shrine is four Roofs of the next. The first Honguu's God is Sokotsutsu-no-ono-mikoto. 

The second honguu god is nakatsutsu-no-ono-mikoto. The third honguu god is uwatsutsu-no-ono-

mikoto. The fourth honguu god is empress jingū. The position of honguu lies in the vertical (east and 

west) of the first, second and third honguu from the back of the precincts, and the fourth honguu is on 

the right (South) of the third honguu. 

Designation of national treasures: The architectural style of honguu, which is designated as a 

national treasure, is called "sumiyoshi-zukuri“. The current 4 honguu is the construction of the Edo 

period. The cultural properties of Sumiyoshi Taisha can be classified as follows. The cultural property of 

the national treasure designation are buildings of "Sumiyoshi Taisha honden 4-mune". The important 

cultural asset designated by the country is the building of "Sumiyoshi Taisha 13-mune" (South Gate· higashi 

kuraku· nishigaku stone stage· taiki sumiyoshi taisha-zindaiki etc etc).  

Important intangible folk cultural property (designated by the country) is "otaue of sumiyoshi taisha". 

Selected intangible folk cultural property (country selection) is "sumiyoshi's otaue-shinzi" performing arts. 

The national historic site is "anguu trace of sumiyoshi". A registration tangible cultural property (country 

registration) is a building of "sumiyoshi taisha shinkan". Osaka prefecture designated cultural property 

is tangible cultural property (5 points) and intangible folk cultural property (1 point). The Osaka-city 

designated cultural assets are in the boundary of sumiyoshi taisha shrine as a historic spot.  

 

表 3-2.大阪市、住吉大社の英文詳細資料 

１ 
Worshipped 

God 

Sumiyoshi Taisha's Worshipped God is Sumiyoshi Sanjin and Empress Jingū.  

Sumiyoshi Sanjin is Sumiyoshi sanjin is the generic name for the three Shinto 

gods Sokotsutsu–no-Ono-Mikoto, Nakatsutsu-no-OnoMikoto and Uwatsutsu-

no-Ono-Mikoto. Empress Jingūha is also called Okinagatarashi-hime-Mikoto 

２ Shrine Empress Jingū Regent11(211)year 
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Foundation 

３ Shinkai Enryaku era 3(784) year, Junii. Datong first year (806) age, Juuitii. 

４ 
Shrine 

Ranking 

Shikinaisha, Ichinomiya of Settsu country. Kanbei Taisha. Attached list shrine. 

５ 
Annual 

Festival 

July 31 (Sumiyoshi festival: Osaka designation intangible cultural asset) 

６ 
Unique 

Donzi 

Touka：1/4, Aouma：1/7, Miketisai:1/13, Matunae:4/3、Shouindensai：4/6,  

Otaue：6/14, Mikoshiarai：7/21、Takaranoiti：10/17. 

７ 
Chief  

Priest 

Guuzi：Mitihiro TAKAI、Gonguuzi:Noboru TOMISAWA and 

Gonnegi：Eishi KOIDE 

８ Shrine Site 2-9-89, Sumiyoshi, Sumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka 

９ 
Trans-

Portation 

It is a 3-minute walk to the east from the Sumiyoshi Taisha station on the 

Nankai railway line, and a 5-minute walk to the west from the Sumiyoshido 

station on the Nankai Takano line. It is immediate on foot from Hankai 

Tramway Hankai Line "Sumiyoshi-Toriimae Station". 

１０ Latitude  
Northern latitude 34 degrees 36 minutes 44.60 seconds east longitude 135 

degrees 29 minutes 37.63 seconds coordinates. Altitude: 4.8 m 

１１ ＴＥＬ・FAX ＴＥＬ：06-6672-0753, ＦＡＸ：06-6672-0110 

１２ Honden JūyōBunkazai (first, second, third and fourth Honguuhaiden) 

１３ Keidai 
Sorihashi, Ishibutai(JūyōBunkazai), Ishidourou: 400 engines, Shinmesha, 

Sumiyoshi-Bunkakan, Gobunko, Sakurabatake-Dohyō(Sumouba) 

１４ Massha 
Sessha:4shas, Keidai-Naisha of Massha:20shas and Keidai-Gaisha of 

Massha:4sha 

１５ Shiseki 

Sumiyoshi-anguuato(Historic spot of the country）, Shukuin-tonguu、Kita-

takakura（JūyōBunkazai）and Sumiyoshi-Takadourou(The Japanese oldest 

lighthouse) 

１６ Torii 

21 companies such as Sumiyoshi-Torii, Oowatatumi-Jinja-Torii, Square-Torii, 

front-Torii, Kyuuhigashi-Torii, Wakamiya-Hatimanguu-Torii and Nankunsha-

Torii. 

１７ Tourou  Ishidourou: 400 engines 

1８ 
Cultural     

Property 

Otaueshinzi (Designated as important intangible folk cultural property) on 

14th June. JūyōBunkazai(Country designation) is three of south gate, 

Higashi-gakusho, Nishigakusho. 

１９ Hudasho Shinto and Buddha Sacred Culture Road No. 42 (Osaka No. 1) 
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４.住吉大社の社殿 

4-1.住吉大社の本宮 

    

写真 4-1.第１本宮幣殿

(重要文化財) 

写真 4-2.第２本宮幣殿

(重要文化財) 

写真 4-3.第３本宮幣殿

(重要文化財) 

写真 4-4.第４本宮幣殿

(重要文化財) 

 

    

写真 4-5.第 2 本宮社殿 写真 4-6.第 2 本宮本殿 写真 4-7.第 3 本宮本殿 写真 4-8.第 3 本宮幣殿 

 

4-2.住吉大社境内の摂社 

    

写真 4-9.大海神社 写真 4-10.若宮八幡宮 写真 4-11.賀神社 写真 4-12.船玉神社 

 

表 4-1.住吉大社境内の摂社の大海神社、若宮八幡宮、志賀神社と船玉神社の神事と内容 
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4-3.住吉大社境内の末社 

 

表 4-2.住吉大社境内の末社の楯社、鉾社、侍者社、后土社と楠珺社の神事と内容 

 

 

     

写真 4-18.市戎大国社 写真 4-19.種貸社 写真 4-20.子安社 写真 4-21.海士子社 写真 4-22.龍社 

 

表 4-3.住吉大社境内の末社の市戎大国社、種貸社、子安社、海士子社と龍社の神事と内容 

 

     

写真 4-13.楯社 写真 4-14.名鉾社 写真 4-15.侍者社 写真 4-16.后土社 写真 4-17.楠珺社 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Sumiyoshi-tanekashisya1.JPG
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写真 4-23.八所社 写真 4-24.新宮社 写真 4-25.立聞社 写真 4-26.貴船社 写真 4-27.星宮 

 

表 4-4.住吉大社境内の末社の八所社、新宮社、立聞社、貴船社と星宮の神事と内容 

 

 

     
写真 4-28.五社 写真 4-29.薄墨社 写真 4-30.斯主社 写真 4-31.今主社 写真 4-32.招魂社 

 

表 4-5.住吉大社境内の末社の五社、薄墨社、斯主社、斯主社と招魂社の神事と内容 
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4-4.住吉大社境内外の摂社 

表 4-6.住吉大社境内の末社の大歳社、淺澤神社、港住吉神社と波除住吉神社の神事と内容 

 

 

５.住吉大社の鳥居 

     

写真 5-1.住吉鳥居 写真 5-2.大海神社本

殿鳥居 

写真 5-3.角鳥居 写真 5-4.正面鳥

居 

写真 5-5.旧東鳥居 

 

写真 5-1.住吉鳥居(四本宮本殿鳥居)は、四基でも各本宮の幣殿落間東側・渡殿内の御門金扉前にあり、額は、

「第一本宮」「第二本宮」「第三本宮」「第四本宮」、木造赤塗の鳥居。この鳥居は第一本宮から第四本宮の本殿と

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%BF%E9%99%A2%E9%A0%93%E5%AE%AE
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拝殿の間に建っている木造朱塗りの鳥居、その特徴は素朴な角柱であり、貫の両端が柱から外に出ないことである。 

写真 5-2 の大海神社本殿鳥居は、大海神社の幣殿落間東側・渡殿内の御門金扉前、額「大海神社」、木造朱

塗りの鳥居、四本宮の本殿鳥居とは異なり、貫の両端が両各柱から外に突き出ている。題額がある。 

写真 5-3 の角鳥居は、反橋東方階段上・幸寿門正面、額「住吉神社」有栖川宮幟仁親王筆、鳥居の原型は各

本殿と拝殿の間に建立した木造朱塗り鳥居で、全国的にも珍しい。扁額の前は、明治 15(1882)年、熾仁親王の父

でもある一品幟仁親王の銘であった。四角柱の鳥居である。 

写真 5-4 の正面鳥居は、一基、境内西方・正面参道西側、紀州街道に面して建っている。古代には木であった

が元和年間(1615～24)の造営時に石鳥居に改められた円柱である。写真 5-5の旧東鳥居は、一基、境内東南角・

巽参道入口・武道館南東、昭和 53(1983)年の再建した。 

 

    

写真 5-6.若宮八幡宮鳥居 写真 5-7.楠珺社南鳥居 写真 5-8.種貸社正面鳥居 

 

写真 5-6 の若宮八幡宮鳥居は、同所正面（西側）、明治 40(1907)年に建立した。写真 5-７の楠珺社南鳥居は、

同所千年楠南側にある。11.楠珺社東鳥居は、同所千年楠東側、額「楠珺神社」※鉄製か（錆）、大正 11(1922)年

に建立した。楠珺社北鳥居：同所拝殿前・夫婦楠南側、額「楠珺社」※石製、昭和 7(1932)年奉納。楠珺社西鳥居

は、同所千年楠西側、額「楠珺神社」※瓦製した。楠高社鳥居：楠高社北西、慶應 2(1865)年、その後、昭和

38(1963)年、同社旧正面鳥居を当地に移設した。写真 5-8 の種貸社正面鳥居：同所表参道正面、額なし、文化

6(1810)年建立した。種貸社木造鳥居は、同所表参道なる。他に、大海神社正面鳥居は、同所表参道階段下にあ

る。さらに、五所御前鳥居は、同所東側、昭和 40(1965)年喜壽の記念に建立した。 

 

 
   

写真 5-9.北脇参道西鳥居 写真 5-10.南脇参道西鳥居 写真 5-11.北参道鳥居 写真 5-12.南参道の鳥居 

 

写真 5-9の北脇参道西鳥居は、北脇参道西入口、大正 8(1919)年奉建した。写真 5-10の南脇参道西鳥居は、

南脇参道西入口、大正 8(1919)年建立した。この鳥居は地元の人々によりイボ落しの効験があるとされる。俗に「角

鳥居でイボを掻く」と謂われ、子供などの体に出来たイボをこの鳥居の角柱に摺りつけ、完治する伝説。写真 5-11

の北鳥居は、神池北西参道入口にある。写真 5-12 の南鳥居は、御田西南・南参道入口にある。 
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写真 5-13.淺澤神社 写真 5-14.大歳神社の鳥居 

 

写真 5-13 の浅澤神社の鳥居は、文化 10（1814）年に、写真 5-14 の大歳神社の鳥居は、額「大歳神社」は、

文化 7(1811)年に建立した。 

表 5-1.大阪市にある住吉大社に建立した鳥居と特徴 A 

 

 

表 5-2.大阪市にある住吉大社に建立した鳥居と特徴 B 

 

 

表 5-3.大阪市にある住吉大社に建立した鳥居と特徴Ｃ 
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表図 5-1.住吉大社の鳥居と建立年 

 

6.おわりに 

6-1.住吉神社神代記の摂津住吉大社 

住吉大社神代記は、巻頭部分に「合す」の語の後に「従三位住吉大明神大社神代記」と「住吉現神大神顕座神

縁記」と 2 種の文献の名が挙げである。住吉三神の由来について、「住吉大神顕現次第」は、全体の６割を占めて

いる。主に『日本書紀』から住吉三神と関係の深い、神代、仲哀天皇、神功皇后の部分を引用した。 

たとえば、神代では『日本書紀』本文の神話ではなく、一書の神話を採用している。しかも、それはは、『古事記』

神話に似たものである。しかし、これは、当然で、住吉三神は、イザナミの死後、黄泉国を訪れたイザナギが禊をし

た際に化生したためであり、イザナミが死なない本文の神話を挙げることはむしろ考えられない。ただし天地開闢の

造化神を『日本書紀』の国常立神とせずに、『古事記』と同じ天御中主尊としている点は注目される。なお住吉三神

は、三所大神、三軍神などと称されている。仲哀天皇の引用部分では、父の日本武尊が天皇と呼ばれている（『記

紀』ではヤマトタケルは即位しない）。 

他は不明である。これらの社の分布には朝鮮航路との関連が指摘される。特に分布の背景として、住吉神がヤ

マト王権の国家的機関に位置づけられたことから、王権によって航路の各要所に住吉神が配置されたとする説もあ

る。なお陸奥国の社については、蝦夷追討との関連が推測される。また『住吉大社神代記』では、住吉大神の宮は

9 箇処にあるとして、「摂津国住吉大社四前」のほか 8 箇処が次のように記載される。後世には全国各地で分祠の

住吉神社が祀られている（大社側では全国に 2,000 社以上とする。 

 

6-2.仲哀天皇の妃である神功（ｼﾞﾝｸﾞｳ)皇后の陵 
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神功皇后は日本書紀によれば、天皇の死後、西暦２０１～２６９年まで政事を執り、新羅をはじめ三韓征伐を行っ

た伝説上の人物である。14 代仲哀（ﾁｭｳｱｲ)天皇はあの日本武尊（ﾔﾏﾄﾀｹﾙｰﾉ-ﾐｺﾄ）の子とされている。神功皇后

は１４代仲哀天皇の妃である。その間に生まれた子は 15代応神天皇である。神功皇后陵の考古学上の名称は「五

社神（ごさし）古墳」、全長２７５ｍの巨大古墳で、古墳時代前期のものと考えられている。濠が断続的に廻らされ円

周濠。神功皇后陵正面は、どこの御陵も同じように白砂・石塀・鉄門･鳥居・番小屋のセットになっている。息長宿

禰王は神功皇后の父王である。 

 

    
写真 7-1.神功皇后墓の

鳥居と白砂と石塀 

写真 7-2.神功皇后墓

の石碑・白砂 

真 7-3.神功皇后墓の宮

内庁札舎 

写真 7-4.神功皇后墓の円状

の周濠に水 

 

写真 7-1 は、神功皇后墓の鳥居と白砂と石塀である。写真 7-2 は、神功皇后墓の石碑・白砂である。 

 

6-3.住吉大社の灯籠 

  
 

写真 7-1.住吉大社の主な灯籠 写真 7-2.住吉大社碑石 

 

写真 7-1 は、.住吉大社の主な灯籠である。写真 7-2 は.住吉大社碑石である。 

 

6-4.住吉大社の重要文化財（国指定） 

住吉大社１３棟 幣殿及び渡殿（第一殿） 幣殿及び渡殿（第二殿） 石舞台 

幣殿及び渡殿（第三殿） 幣殿及び渡殿（第四殿） 銘守家招魂社本殿 東楽所 

南門 大海神社西門 住吉松葉大記１９冊 西楽所 

大海神社本殿 木造舞楽面９面（彫刻） 太刀  刀 

重要無形民俗文化財 選択無形民俗文化財 住吉の御田植 南高蔵 

住吉の御田植神事の芸能 大海神社幣殿、渡殿 住吉神代記（書跡） 北高蔵 

 

6-5.住吉大社の大阪府指定文化財 
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有形文化財 住吉大社太刀 住吉大社剣 銘国輝 1口 銘野田善清尭 

銘吉道 1口（工芸品） 銘有続（陰陽太刀） 雲龍蒔絵太刀拵 住吉大社鉄砲 銘治国 1口 

松鷺蒔絵糸太刀拵（陰刀    

以上のほか、住吉大社 3 棟（南高蔵、北高蔵、末社招魂社本殿、附 住吉松葉大記）が大阪府指定有形文化財（建

造物）に指定され、（平成 22年（2010年）12月 24日に国の重要文化財に指定）。 

 

6-6.住吉大社と国内大社との標高の比較 

  

表図６-1.国内の大社における標高の比較 

 

表図６-1 は国内の大社における標高の比較である。国内の大社における標高において、最高値は 760ｍで、平

均値は 101ｍと最低値は 4ｍである。国内の大社における東経と北緯との関係である。東経 138 度 30 分の付近で

は、多くの大社が分布している。北緯 35 度 56 の付近では、多くの大社が分布している。最大値の東経と北緯はそ

れぞれ 138 度 55 分と 36.度 55 分である。最小値の東経と北緯はそれぞれ 130 度 31 分と 33 度 18 分である。表

図６-３は近畿 2 府 4 県大社の北緯と東経との関係である。東経 135 度 50 分の付近では、多くの大社が分布して

いる。東経の範囲は 135 度 27 分と 136 度 17 分である。北緯の範囲は 33 度 41 分と 35 度 13 分である。 
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別表 住吉大社の年表 

和暦 西暦 事        柄 

神功皇后

摂政 11 
211 神功皇后(200-270)、住吉大神を住吉の地に鎮座（帝王編年記）。 

仁徳天

皇 87 
399 

住吉仲皇子（第 16代仁徳天皇の第 2皇子）で、難波宮を焼き払い、墨江の沼地に捨てられる (日本

書紀）。 

欽明天

皇元 
540 

大伴金村、物部尾輿らに任那四県割譲の責任を問われ、政界を退き、住吉の館に引き籠る （日本書

紀）。29 代欽明天皇（539-571）、使を遣して新羅討征のため住江神を祀る （天書）。 

持統天

皇 06 
692 41 代持統天皇（686-697）、新羅の調を奉る （日本書紀）。 

康和 02 1100 住吉社神人、天王寺大衆と闘乱 （中右記）。 

長寛 03 1165 住吉社と天王寺が阿部野の堺をめぐって相論 （山塊記・百錬抄）。 

治承 03 1179 島津忠久（1179-1227）、住吉社頭にて誕生 （島津氏正統系図）。 

承久 02 1220 84 代順徳天皇（1210-1221）、八十嶋祭を行う （仁和寺日次記・百練抄）. 

承久 03 1221 
82 代後鳥羽天皇（1183-1198）上皇御幸 （古今著聞集・津守氏系図）。神主津守経国、住吉に若松御

所を造営 （津守氏系図）。 

正平 02 1347 住吉・天王寺の戦 （太平記、師守記）。 

正平 23 1368 
97 代後村上天皇（1339-1368）、住吉行宮にて崩御 （太平記・花営三代記）。98代長慶天皇、住吉行

宮にて即位 （皇代記）。 

慶長 19 1614 大坂冬の陣、将軍徳川家康（1543-1616）は住吉社神主宅を本陣とする （台徳院殿御宝紀）。 

宝永元 1704 住吉と堺の間に新大和川が掘削される（摂陽奇観）。 

http://www.sumiyoshitaisha.net/about/history.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/住吉大社
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享和 02 1802 
大田南畝（蜀山人）、医家蕪坊と住吉社頭の茶屋にて狂歌を書きつける （住吉紀行）。曲亭馬琴の住

吉社参 （羇旅漫録）。享和の大火、住吉社焼失 （摂陽奇観）。 

享和 03 1803 
119代光格天皇（1780-1817）、昨冬住吉社焼失により奉幣使発遣、神主津守国禮に末廣を下賜 （摂

陽奇観・摂津名所図会大成）。 

文化 06 1809 種貸社正面鳥居：同所表参道正面。 

文化 07 1810 大歳神社の鳥居：額「大歳神社」。 

文化 10 1813 浅澤神社の鳥居。 

明治元 1868 
122代明治天皇（1867-1912）行幸、神主津守国美の居館を行在所とする。大和川の堤が切れて住吉

新家が大洪水。 

明治 04 1871 社寺領上地令の公布。官幣大社に列格。 

明治 29 1896 角鳥居：一基、反橋東方階段上。原型は各本殿と拝殿の間に建立した木造朱塗り鳥居。 

明治 34 1901 浅澤神社井戸屋形：同所境内南西。 

明治 35 1902 住吉神社本殿、古社寺保存法により国宝指定。 

明治 36 1903 住吉公園に大鳥居建立。 

明治 40 1907 若宮八幡宮鳥居：同所正面（西側）に建之。 

明治 41 1908 楠珺社の井戸：楠珺社休憩所北側。 

大正 11 1922 楠珺社東鳥居：同所千楠東側、額「楠珺神社」。 

昭和 7 1932 楠珺社北鳥居：同所拝殿前・夫婦楠南側、額「楠珺社」※石製、奉納。 

昭和 09 1934 室戸台風により境内各所に被害。 

昭和 13 1938 御結鎮神事の再興。住吉行宮跡、大阪府の史跡に指定。 

昭和 14 1939 住吉行宮跡、国の史跡に指定。 

昭和 19 1944 南海地震、住吉公園の大鳥居が倒壊。 

昭和 25 1950 ジェーン台風、境内や末社に被害。太刀「守家」銘、重要文化財に指定。 

昭和 27 1952 御田植神事、無形文化財に指定。神社本庁の包括法人となる。 

昭和 28 1953 住吉大社本殿四棟、国宝に指定。 

昭和 39 1964 摂社大海神社本殿一棟、重要文化財に指定。 

昭和 40 1965 五所御前鳥居：同所東側、喜壽記念建立。 

昭和 49 1974 南門・東楽所・西楽所・石舞台の四棟、重要文化財に指定。 

昭和 54 1979 御田植神事、国の重要無形民俗文化財に指定。 
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昭和 53 1983 旧東鳥居：一基、境内東南角・巽参道入口・武道館南東の再建。 

平成元 1989 大阪みどり百選に「住吉大社と太鼓橋」を選定。 

平成 09 1997 末社浅澤神社、かきつばた苑の造成。 

平成 11 1999 南高蔵・北高蔵・招魂社本殿・住吉松葉大記、大阪府有形文化財に指定。 

平成 18 2006 住吉祭、大和川における神輿の川渡り再興。神館、国の登録文化財に選定。 

平成 21 2009 「住吉大社の住吉祭」「御田植神事」「初辰まいり」、大阪ミュージアム登録認定。 

平成 22 2010 

第一本宮渡殿及び幣殿・第二本宮渡殿及び幣殿・第三本宮渡殿及び幣殿・第四本宮渡殿及び幣殿・

摂社大海神社渡殿及び幣殿・摂社大海神社西門・南高蔵・北高蔵・末社招魂社本殿（旧護摩堂）・住

吉松葉大記、重要文化財に指定。 

平成 23 2011 御鎮座 1800年記念大祭。 
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別図.住吉大社の境内案内図 

 


