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ABSTRACT
The purpose of this research is to clarify the history of the area and prepare materials of cultural
heritage studies. This paper is a part of the comprehensive academic survey · the Heisei 30 (2018)
report of the Cave Environmental NET Society (CENS) conducted at the Horikawa-Ebisu Shrine
in Nishi-Tenma 5-chome, Kita-ku, Osaka city.

Horikawa-Ebisu Shrine, Nishinomiya Shrine,

Lmamiya-ebisu Shrine are all old companies which are listed in three major Ebisu in Japan.
Despite being the official name "Horikawa Shrine", the so-called "Horikawa-Ebisu Shrine" is
commonly accepted, and it is also used at a shrine (lantern). About shrine environment, the writer
analyzed data by a scientific management method.
The outline of Horikawa-Ebisu Shrine is as follows. God of deity is the three gods of EbisuOomikami· Sukunahikona-no-mikoto· Amanohutodama-no-mikoto. It is written that the creation
was the reign of the present place in 1352-1355, in the era of the 29th Emperor Kinmei (539-571).
Horikawa Ebisu Shrine gathered people's reverence in its favorable position, but with the
development of Osaka Minami, it gave way to the position of Imamiya Ebisu.
The shrine was burned down in the war damage of Showa 20 (1945) year. The main hall was
rebuilt in 1963. And in 1968, during the economic growth period, Tenma Horikawa was buried as
the site of the Hanshin Expressway, and the surroundings became a narrow corporate area
surrounded by buildings, but still many people's veneration is collecting.
In this paper, we surveyed and studied the history and culture of Horikawa Ebisu Shrine and its
surroundings by literature etc., and conducted an interview at Eoriko Horikawa Shrine, while
keeping this historical background.
The authors considered ways of interacting with the local community with the Horikawa Ebisu
Shrine.
The authors organized the findings on conservation of the shrine and improvement of the
environment in the future. "Horikawa Ebisu Shrine and Regional History" at the end of the book.
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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。本稿は大阪市北区西
天満五丁目 4 番 17 号にある堀川戎神
社（ホリカワエビスジンジャ）で行っ
た洞窟環境 NET 学会の総合学術調査・
平成 30（2018）年報告の一部である。
堀川戎神社は、西宮神社、今宮戎神
社とともに日本三大恵比須に列せられ
る古社であり、正式名称は「堀川神社」
であるにもかかわらず、通称「堀川戎神社」が一般に通用しており、神社（提燈）でも使用されてい
る。
（写真 1-1）の堀川戎神社の概要は、次のとおりである。祭神は、蛭児大神・少彦名命・天太玉命の三
神である。創祀は第 29 代欽明天皇の御代（539～571 年）で、文和年間（1352～1355 年）現在地に遷
座再興したと記す。堀川戎神社がある西天満は、古くは天満寺内町の北西隅に位置していたが、豊臣
秀吉の都市計画により境域に接して南北に天満堀川が掘削され、東西に寺院を配した大通りである「寺
町通り」に面する位置となり、江戸時代には「大阪三郷」の一翼をになう「天満組」として発展した。
堀川戎神社は、その好位置で人々の崇敬を集めたが、大阪南の発展に伴ってその位置を今宮戎に譲る
ところとなった。社殿は、昭和 20（1945）年の戦災ですべて焼失し、現本殿は昭和 38（1963）年に再
建された。
（写真 1-2）。そして高度経済成長期の昭和 43（1968）年、天満堀川が阪神高速道路の敷地
として埋められ、周囲はビルで囲まれた狭い社域となったが、今なお多くの人々の崇敬を集めている。
本稿は、こうした歴史的背景をおさえつつ、堀川戎神社および周辺の歴史や文化について文献等によ
って調査研究を行うとともに、堀川戎神社での聞き取り調査を実施した。そして未解明な事項が多々
存在するが、堀川戎神社と地域社会との関わり方を考察した。今後は、神社の保全と環境整備などに
ついて所見を整理したい。巻末に「堀川戎神社と地域の歴史」をまとめた。

2.堀川戎神社の祭神
堀川戎神社の祭神は三神で、蛭児大神（ｴﾋﾞｽﾉｵｵｶﾐ）を主祭神として、左右の相殿に配神の少彦名命
（ｽｸﾅﾋﾞｺﾅﾉﾐｺﾄ）と天太玉命（ｱﾒﾉﾌﾄﾀﾞﾏﾉﾐｺﾄ）が鎮座する。縁起によると、その渕源は欽明天皇の御代
（539～71 年）に上毛野吉雄（ｶﾝﾂｹﾉﾖｼｵ）が蛭子神（ﾋﾙｺﾉｶﾐ）から神託を受けて浪華の堀江の芦の間で
瓊（タマ・玉）を得、瓊見（ﾄﾐ）の姓を賜わって、この瓊を御霊代として富島（トシマ）の地に蛭児
大神を祀り、瓊見社（タマミノヤシロ・トミノヤシロ）または止美社（トミノヤシロ）
、止美之戎（ト
ミノエビス）と名付けたのが創祀であると記す。その後、白雉 2（651）年、第 3 世神主・吉延の時、
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当社の御告によって淡島明神に祈請していた孝徳天皇皇后の病が平癒
したため、少彦名命（淡島明神）の神像を彫刻して当社に奉納、また、
大宝 3（703）年、第 5 世神主・吉明が神託を蒙り、天太玉命を相殿に祀
り、
“是よりして当社三座に祭ることしかなり。
”と記されている。以下
に祭神三神について概要を記す（写真 2-1）
。

2-1.蛭児大神（ｴﾋﾞｽﾉｵｵｶﾐ）
（寄神信仰から豊漁の神へ）
恵比須（ｴﾋﾞｽ）は、日本の民間信仰において生業を保護し、福利をも
たらすものと信じられている神霊の一種で、その語源は外国人を意味す
る夷（ｴﾋﾞｽ）からきているといい、古代、海の彼方の異郷から幸いをもたらす神として敬われてきた。
中世以降、鯛を釣り上げて鳥帽子をかぶっているエビス神として、七福神の一人に加えられたが、そ
の源流は漁村にある。漁村では、鯨や鮫、海豚をエビスと呼んでいる地域も多いし、また、海難者の
死体や海の中から拾いあげる石、あるいは漁網の中央にある浮標などもエビスと称している地方が多
い。これらの例を綜合すると、海岸に寄り来たるものの多くは神霊とされ、また、豊漁の幸をもたら
すという信仰（寄神信仰）が強くあり、これがエビス信仰の本質となる。そして海からの漂着物を恵
比須として信仰する習慣が、中世以降に始まった七福神信仰の一神・恵比須神（戎・夷ともかく）と
なり、漁業の神・豊漁の神として信仰を集めていった（写真 2-1）。堀川戎の起源も浪華堀江という海
浜の玉を御魂代として蛭児神（ｴﾋﾞｽﾉｶﾐ）を祀ったことに始まるとあり、いわゆる寄神伝説にもとずく
創祀であり、エビス信仰の本来の姿を物語っている。
（漁業の神から市神、商業神へ）
このように元は海で生活する人々の神（漁業の神）であったものが、次第に陸上に波及し農村では
田の神をエビス、山の神を夷神（ｴﾋﾞｽ）とする信仰が生まれ、都市に於いては商業の神としての性格
をもたらしていった。エビスという神の祭りは、地域ごとに著しく異なっており、主に関東では 10 月
20 日あるいは正月 20 日を「恵比須講」としてこの神を祭り、関西の方面では「十日戎」といって正月
10 日に祭るならわしとなっていく。また農村では 10 月に行う所が多い。10 月は神無月で多くの神は
出雲へ出かけてしまうが、恵比須様だけは留守をしてくれるという考え
からである。農村での恵比須講は、ご馳走に、蕎麦、とろろ、小豆飯、
そして二股大根を 2 本供える。後に江戸の町でも二股大根は、甲子の日
に商売繁昌を願い、縁起物として供えられた。
室町時代には、大坂湾沿岸が一大商業地帯となったことから、それま
で漁業の神として崇められてきた蛭子（ｴﾋﾞｽ）は、
“福の神”へと変質す
る。魚は主要な食料であるところから、厨房の神で、米俵に袋と槌をも
つ大国（ﾀﾞｲｺｸ）と対になり、
「ｴﾋﾞｽ･ﾀﾞｲｺｸ福の神」と呼ばれ漁師から市
場の福神として発展していった。そして戦国時代から江戸時代にかけて
傀儡子（ｸｸﾞﾂｼ）らが全国を巡る中で布教をおこなったことで、恵比須信
仰が全国に広がることになった。
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蛭子神が商売の神様となったのは織田信長（1534～82）の頃からという。信長の命を受けた清洲城
下町の商人頭・伊藤宗十郎が尾張、美濃の商人を集め夷子（エビス）講を作り、共済組合的性格をも
たせたという。江戸時代になると大坂の商人たちは、蛭子神を祭り、干鰯仲間、漆商人、蚊帳商人な
どそれぞれの戎講を持ち、毎年正月十日と十月二十日に商いを休み、蛭子神に参って福徳を念じ、終
わって酒宴を開いて景気を願い、後は大売り出しを行った。これが十日戎の起こりである。
寄神から漁業の神・豊漁の神として信仰を集め、福の神として市神、商業神と発展した恵比須神は、
商売繁昌、豊饒祈願や感謝など、生業守護を願うという点で共通してきたが、江戸時代には福徳の万
能神とみなされ、福々しい姿で鯰を押え込んで地震封じに活躍する恵比須神の絵が多く描かれた。
（写
真 2-2）
（エビス神社の祭神～蛭子命と事代主命）
エビス神を祀りながらも祭神名を神社に奉斎する時、古典にその典拠を求めることから、その神名
を蛭子命（ﾋﾙｺﾉﾐｺﾄ）または事代主命（ｺﾄｼﾛﾇｼﾉﾐｺﾄ）としていることが多い。これがいつ頃まで溯り得
るかを究明することは大きな問題であるが、今日の如くエビス神の神名を事代主命に比定する考えが
盛んになってきたのは、ごく近世のことで、明治維新の神仏分離の実行にあたって強行されたと言っ
て過言でないという。例えば、戎といい恵比須という神名は、当時の当局の忌諱に触れ、事代主命と
称するならば公認された当時の有様を如実に知らされるケースがあったといわれている。神名を神典
に求めるならば、従来、事代主命よりも蛭子命がこれにあたるという観念は濃厚であった。
（吉井貞俊
著「えびす信仰とその風土」）
＜蛭子（ﾋﾙｺ）＞：伊弉諾尊（ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄ）と伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ）が国産みを行った際、第一子
として誕生したが、国の数には入れられなかった。生まれて間もなく天磐櫲樟船（アメノイワクスフ
ネ）に乗せられ海に流されてしまう。
「日本書紀」によると「己（スデ）に三歳になるまで、脚猶（な
ほ）し立たず…」だった為に流されてしまったのだと伝える。その後、蛭児は、摂津国西宮へ流れつ
いた。この時、西宮の民は、蛭児を夷三郎（ｴﾋﾞｽｻﾌﾞﾛｳ）大明神として崇めるようになった。古代、海
の彼方からやってくる来訪神は幸福をもたらすと考えられていたし、実際、日本の沿岸部の地域では
漂着物をエビスとして信仰する習慣もあった。そのため蛭児は、海の守護神エビスと合一し、また、
七福神の一柱、恵比寿と同一視されるようになり、信仰を集めた。なお、「夷三郎」には諸説があり、
伊弉諾・伊弉冉二神の第三子であったところからの称（和訓栞）という説と大国主命の三男にあたる
事代主命という説がある。戎神社の本社・西宮神社の御祭神は蛭子命である。
＜事代主命＞：今、ｴﾋﾞｽ神（戎神）といえば、一般に岩にまたがって鯛などを抱いた像が多いが、
これはもと三郎神の姿である。三郎神とは大国主命の三男にあたる事代主命のことで、出雲の三穂崎
（美保崎）で魚を釣っていた古伝承によるものという。父神である大国主命が厨房の神・大黒天（ダ
イコクテン）と同発音であるため習合したと同様、大国主命の子神・事代主命も海の守護神エビスと
合一し、戎三郎などと呼ばれ、漁神から市場の福神として発展していった。
御祭神・事代主命をエビスとして祀っている美保神社の美保エビス信仰の条をみると「美保神社で
は、御祭神・事代主命をエビス様として祭っている。同じ出雲国の大国主命をダイコク様というのと
並び称したものである。事代主命がエビス神として信仰されるに至ったのは、同神が古典によると美
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保の関で漁をされていた故事に因み、豊漁の神、延いては、あらゆる生産、商売の守り神とされるに
至ったことによる。」と述べられている。（岡田米夫著「全国神社祭神御神徳記」
）
（エビス信仰のひろがりと日本文化）
以上のように寄神、漁神、市神、商業神、福徳の神と発展してきたエビス神の祭神名は蛭児神と事
代主命が大多数であるが、神社によっては、少彦名命を恵比須神としている例もある。吉井貞俊「え
びす信仰とその風土」
（えびすさんの全国調査～大阪府）によると、大阪府内の関係神社は 128 社あり、
そのうち境内社は 79 社を数える。神社名からみると、蛭子神社 11 社、事代主神社 18 社と事代主神社
が数において上まわっていると記す。しかしエビスの神名を古典の中から比定してくる際には、
「蛭児
命」という方が年代的にはずっと古く、鎌倉時代中期の「神皇正統録」に「蛭児トハ西宮ノ大明神夷
三郎殿是也」、また、中期－末期の「源平盛衰記」に「蛭子ハ摂津国ニ流寄リテ海ヲ領スル神ト成テ、
西宮ニオハシマス」と記されている。
エビス信仰が世に広まっていったのは、福徳を願う民衆が遍満してきた室町時代といわれ、そのさ
まは、謡曲、狂言などに謡いこまれ、出雲神楽ですら発祥の佐太神社では、摂津国の恵比須と表現さ
れているという。桃山・江戸時代には人形浄瑠璃によって、いよいよ人口に膾灸されていったが、一
方の事代主命説は、江戸時代まで下らなければその出典例がなく、井原西鶴（1642～93）
、近松門左衛
門（1653～1724）らもすべて蛭児・西宮説をとり、本居宣長（1730～1801）もその著「答問録」の中
で「えびすは西宮の神にて、蛭児也とすることは五～六百年以前の書どもに見えたれば、いかさまに
もさるよし有ることなるべし」と答えているという。
全国に 3000 社以上ある戎神社の中にあって堀川戎神社は、西宮戎、今宮戎に並んで三大戎に数えら
れる古社である。（京都ゑびす神社と入れかわることもあるといわれている）。西宮戎、堀川戎、西野
田玉川町の玉川戎、堺市石津太神社などは、蛭児神を祭神とするが、今宮戎、京都ゑびす神社は事代
主命を祭神としている。今宮の場合、西宮と同様に社地の北に広田神社を祀ることからも、西宮神社
と密接な関係であるということが判り、江戸時代の「摂津名所図会」では祭神は蛭子尊となっている
ことからも、現在の神社明細帳をのみ見ただけでは論じられない点も多くあるという。

2-2.少彦名命（すくなびこなのみこと）
少彦名命は大国主神と共に国を造った小さな神、八面六臂の活躍をした大国主神の相棒といわれ、
少名毘古那、須久那美迦微などの別称もある。神格は穀物神で、神徳は病気平癒、五穀豊穣、造酒な
ど多岐にわたっている。
高皇産霊神（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞﾉｶﾐ）の子とされるが、「古事記」では神産巣日神（ｶﾑﾑｽﾋﾞﾉｶﾐ）の子で、親の
指の間からこぼれ落ちて大国主神のもとへやって来たという非常に身体の小さな神であった。
「少」は
「小さい」という意味で「ナ」は土地を表す古語という。体短少であるが敏捷・忍耐力に富み、大国
主命と協力して国土経営に尽力したが、その後、海の彼方にある常世国へ去ってしまったという。渡
来神という説もあり、海からやって来て幸せを与えてくれる神は、まさにエビス神の要素を備えてい
るため、蛭子神、事代主神ほどではないが少彦名命を恵比須神として祀っている神社もある。
そんな少彦名命は、穀物の種の化身であるといわれる。大国主神が土地の神であることから、共に
国造りを行なったというのは、土地に種が播かれ作物が実り、豊かな大地が形成されたことを表わす
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という。
「日本書紀」に「粟茎（アワガラ）に縁（ノボ）りしかば、弾（ハジ）かれ渡りまして常世郷
（トコヨノサト）に至りましき」という記述があることから、穀物の中でも特に粟（アワ）を表わす
と考えられている。
「伊予国風土記」によると大国主神が病で苦しんでいる時、少彦名命は速見（ハヤミ）の湯を樋を
使って運び、大国主神をその湯に入れて病気を治したという。なお、これは道後温泉の起源を示す神
話でもあるが、一般に少彦名命は、医薬・禁壓などの法を創めたと伝えられている。また、「古事記」
に収録されている神功皇后の歌の中で、少彦名命を酒の神だと謳いあげていることから「酒造神」と
しても信仰を集めている。
江戸時代の地誌「摂陽奇観」巻一の「堀川恵比須社略縁記」に“孝徳帝の后、当社の御告によって
淡島明神に祈請したまひ御脳平癒ましにより神像（ミスガタ）を彫刻し、白雉二年当社第三世の神主・
吉延に仰有りて当社に納め祭らしめたまふ…。
”と記されており、堀川戎神社に配祀神として淡島（加
太神社）の祭神・少彦名命が祭られている。淡島は婦人病に霊験があるとされている。

2-3.天太玉命（あめのふとだまのみこと）
天照大神の天岩屋戸（ｱﾏﾉｲﾜﾔﾄﾞ）神話において、天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ）と共に祭祀をおこない、
天照大神の出現を祈った神で、神事をもって天祖に仕えた神である。単に太玉命とも称され、神格は
五部神（ｲﾂﾄﾓﾉｵﾉｶﾐ）とする。五部神とは、瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）に従って、この国に降った五神で五
部の族長。即ち、天児屋根命、天鈿女命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ）
、石凝姥命（ｲｼｺﾘﾄﾞﾒﾉﾐｺﾄ）
、玉祖命（タﾏﾉｵﾔﾉ
ﾐｺﾄ）と天太玉命をさす。忌部（ｲﾐﾍﾞ）氏、のち改姓して斎部（ｲﾝﾍﾞ）氏の始祖とされる。
少彦名命と同じく高皇産霊神の子とされ、祭祀の事を司さどる。＜天岩屋戸の変＞に、天児屋根命は
祝詞を奏し、天太玉命は天香山（ｱﾏﾉｶｸﾞﾔﾏ）の真榊を取り、玉・鏡・和幣をかけ天照大神の出現を祈
請した。のち、天照大神の命により、その孫・瓊瓊杵命が国土を統治するため、高天原から日向国の
高千穂峰に降った時、従った五部神の一人となる。この時、天太玉命の子の天岩戸別神（ｱﾒﾉｲﾜﾄﾜｹﾉｶ
ﾐ）も御門の守護神（「ｶﾄﾞﾉｶﾐ」）として、天孫降臨に随伴したという。また、天太玉命の孫・天富命（ｱ
ﾒﾉﾄﾐﾉﾐｺﾄ）は、神武天皇の時代、天児屋根命の孫の天種子命（ｱﾒﾉﾀﾈﾉﾐｺﾄ）と共に神事を司どり、また、
造営にあずかり、鏡・玉・木綿（ユウ）などを作ったという。そして、天富命は、この時代に、四国
阿波の忌部氏を分け、麻や穀（木綿の原料・梶の木）の栽培に適した地を求めて東国を開拓した。こ
の時、麻がよく生育した所を総の国（後の上総・下総）といい、阿波の忌部氏が住んだ所を安房（あ
わ）と名付けたという。そして、天富命は安房で祖神・太玉命を祭り、これが安房の社、つまり安房
神社（千葉県館山市大神宮）の起源という。
（斎部（忌部）広域「古語拾遺」大同 2（807）年）。忌部
氏は中臣氏と共に朝廷の祭祀を司ってきた神別（天神）の古代氏族で、延暦 23（803）年に忌部から斎
部へ姓を改めている。
「摂陽奇観」には“大宝三年文武帝の御宇、当社第五世の神主・吉明神託を蒙り天太玉命を相殿に
祭り奉る…。
”とあるが、その由緒は記されていない。

3.堀川戎神社の由来と歴史
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堀川戎神社の由緒についての資料は戦災で焼失したという。このため、公開されている資料で溯れるのは、
江戸時代の地誌「摂陽奇観（セツヨウキカン）」巻一に「堀川恵比須社略縁起」の項があり、それを拠り所と
するか、また、「神社明細帳」の「堀川神社」の項にもほぼ同じような縁起が記されており、それらをもとに類推し
ている。しかし、「大阪府全志」に「弘仁年間（810 年頃）富島蛭子大神の神示により空海大日時創設と、大日
寺文亀 2 年（1502）の伝記にあり」と出ているので、相当の古社であることは確かだといわれている。以下に堀
川戎神社の由来と歴史を記す。

3-1.堀川戎神社の由来
社記によれば、欽明天皇（第 29 代

539-571）の御代に、上毛野吉雄（ｶﾝﾂｹﾉﾖｼｵ／人皇 10 代崇神天

皇の皇子豊城入彦命の子孫。同社の神主家の先祖。
）が、蛭子神（ヒルコノカミ）から神託を受け、浪
華の堀江へ行ったところ、芦の間で瓊（タマ）を得た。吉雄は急ぎ上洛して、この由を奏聞したとこ
ろ、帝叡感して吉雄に瓊見（トミ）の姓を賜わり、これを恵比須の御霊と崇め、当社に祭らしめ瓊見
の神社と号するよう命じたとある。すなわち、止美連吉雄（ﾄﾐﾉﾑﾗｼﾞﾖｼｵ）は、この瓊を御霊代に蛭児
大神を富島（トシマ）に祀り、瓊見社（タマミノヤシロ・トミノヤシロ）
・止美社（トミノヤシロ）と
名付けたのが渕源（創祀）という。富島は利島とも書き、富島荘（西成郡南浜村富島荘）とも呼ばれ
ていた。現在の大阪市北区本庄、豊崎、中津などの地名といわれる。現在の堀川神社の北方、約 2km、
淀川以南の地域と考えられ近傍にある。
白雉 2（651）年、第 3 世の神主・吉延の時、孝徳天皇（第 36 代 645-654）は皇后の病気が平癒し
たため、少彦名命（淡島明神）の神像を彫刻し当社に納め祀った。また、文武帝（第 42 代

697-707）

の御代の大宝 3（703）年、当社 5 世の神主・吉明が神託を蒙り、天太玉命を相殿に祀り、是より蛭子
大神、少彦名命、天太玉命の 3 座を祭神とした…と記す。
こののち、平治の乱（1159 年）を避け丹波国山家に動座したが、文和年間（1352-1355）に神主・藤
原吉次（旧神官松岸家の祖先）が現在地に遷座し、再興した。以来、蛭児社・恵比須社・堀川戎社と
呼ばれ、信仰厚く、殊に江戸時代中期からの十日戎は盛大となり、諸人群参したと記されている。そ
の後も炎上の災を受けながら商売繫盛の神として信仰を集め、明治になって数社を合祀、昭和 20 年
（1945）戦災で社殿を失ったが、18 年後の昭和 38 年（1963）ようやく本殿を再興し、今日に至ってい
る。

3-2.近世の堀川戎神社
戦国時代から近世初期にかけて天満には大坂城の位置
に在った摂津石山本願寺の寺内町が形成されていた。天正
8（1580）年閏 3 月の石山合戦講和によって本願寺顕如が
大坂を退去したのちの天正 11（1583）年 8 月から豊臣秀吉
は石山本願寺城旧地に大城郭の築造に着手した。そして城
下町建設のため 5 万人近くの工事人足が集められ、約 40
日間に 7,000 軒もの家が建築されたと伝える。
（「柴田退治
記」）
。天正 13（1585）年春には本丸が完成し、ついで二の
丸が完成した。文禄 3（1594）年春からは
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惣構の堀普請が行われ、東横堀川が完成したのは天正 13（1585）年とも文禄 3（1594）年ともいわれ、
慶長 3（1598）年には天満堀川が開削された。
（図 3-1）
。かくして、寺内町の外縁に在った堀川神社は、
豊臣秀吉の都市計画によって寺町通りの大通りと天満堀川に面する好立地に位置することになった。
江戸時代になると船場北組、南組とともに承応年間（1652～1655）には大川以北の地域に天満組がで
き「大坂三郷」の一環として発展を遂げていく。こういった情況のもとに「堀川のエビス」という神
は、特に商売繁昌の守護神として崇められ、大坂の北の発展につれてあらわれてきたという。
（江戸時代の堀川戎神社）
堀川戎神社の初期の情景を示す神社所蔵の絵図に、元禄 6（1693）年に神主・喜多岸神太夫によって
写されたものが伝えられているが、それは慶安 2（1649）年の神社所蔵の古絵図にもとずいて作られ
たものという。慶安二年堀川恵比須社絵図（堀川神社社蔵）
（図 3-2）によると、当時の堀川戎神社の
本殿は、境内の東側の中ほどに現在
の本殿とは逆の西向きに建てられて
いる図となっている。その本殿の南
の並びに淡嶋社、人丸社、稲荷・広田
社の三社が祀られており、それらの
末社の向かい側には宇賀神社、猿田
神社、荒神社が祀られている。また、
北側の鳥居の東脇には、別に薬師堂
がもうけられている。図 3-3 の明暦
3 年古地図（1657 年）でも堀川側に
本殿の絵が描かれている。
同じ堀川神社所蔵の
絵図で、約 100 年後の江
戸時代中期の延享 4
（1747）年に神主・松岸
若狭によって作られた
古絵図が伝えられてお
り、慶安 2 年以降の堀川
戎神社の変化をたどる
ことができる。その延享
四年堀川恵比須社絵図
によると、堀川戎神社の
本殿と拝殿は、境内の西側の中ほどに、現在の社殿と同じ東向きに建てかえられている図となってい
る。その本殿と拝殿の両脇には、淡嶋社と和歌三神社が祀られており、北側の淡嶋社のむかい側（東
側）に、南から外宮・内宮、宇賀神社、猿田神社、荒神社が祀られていて、これらの末社の北側に、
薬師堂が遷されていることがみてとれる（図 3-4）。
「神社明細帳」の「堀川神社」の項には、同社の境
内神社として、淡嶋神社、大神宮社幸神社相殿、松尾神社、工匠祖神社、大国主神社、稲生神社の 6 社
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があげられているが、和歌三神社や薬師堂にあたるものは、あげられていない。図 3-5.の延享五年三
月の西天満略図では、堀川に面した東側に鳥居が、西奥に本殿の絵が描かれ、現在と同じ構成になっ
ている。
延享四年堀川恵比須社絵図から 50 年後の寛政（1789～
1841）頃の天満堀川蛭子宮の鳥瞰図が、
「摂津名所図会」
（巻
四）に掲載されている（図 3-6）。延享四年の絵図と比較す
ると、境内東側（堀川側）の末社（4 社）の位置が移動する
程度で大きな改変はみられない。
（天満堀川と榎木神社）
堀川戎神社の東側を南北に流れる天満堀川は、豊臣政権
下の慶長 3（1598）年に開削されたもので、当初は戎神社の
北方、約 50m の地点（扇町付近）が堀留（終点）となってい
た。当時は飲用できる清水であったが堀留のため汚濁が進
み、天保 9（1838）年 12 月、北東へ右折開削し、樋之口町
の大川まで通水する改修工事が完成した。
（樋之口町の町名
は、ここに堂島川からの逆流を防止するための樋門を設け
たことに因む。
）この改修工事は、前年、この近傍に住んで
いた大塩平八郎の乱や天保大飢饉（天保 7 年）で生じた難
民の救済事業として実施されたもので、延長 7 町 50 間（約
855m）、幅 6 間（約 11m）とある。
堀川西沿いの道を堀留のあたりまで進むと突き当りをゴモク山といったが、そこに高い榎木が聳え
ていたという。いつの頃からか人々は、その木に神霊（句々廼知神／ククノチノカミ）が鎮っている
と考え、その根元に祠（ホコラ）を造り、あわせて堀川戎神社末社の別魂（宇賀御魂神）を祀った。
そして天保 9（1838）年の改修工事の時、役所から小祠を神社とせよとの達しがあったため、この地に
約 15 坪の土地を得て、天保 10（1839）年 2 月、天満堀川 12 カ町の協力により榎木神社本殿・拝殿が
造られた。
この榎には古狸が住んでいて、天神祭の地車の囃子の真似をするのがうまいところから“だんじり
吉兵衛”と呼ばれた。吉兵衛狸は願事が叶えられるとその夜「だんじり囃子」を聞かせたといわれ、
諸願成就の暁には小さな地車の模型を奉納する風習も生じ、関西一円にその名は広まった。また子供
の疳の虫も治してくれ、社殿の裏に黒豆を供えて祈願する珍しい習慣は今も残っている。大坂は古く
から稲荷信仰の強い所で、元来は田の神であった稲荷は町人社会にも入り込み屋敷神として祀り、ま
た商売繁昌を祈るものとなった。そして稲荷の神使としてキツネが信仰され、これにつれタヌキも信
仰の対象となった。榎木神社でも稲荷に狸を祠っており、
“だんじり吉兵衛”の愛称から「地車稲荷神
社」と呼ばれた。
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3-3.近代・現代の堀川神社
明治 7（1874）年 5 月 11 日、大阪・神戸間に鉄道開通
し田畑と草原に囲まれた梅田に初代大阪駅「梅田ステン
ショ」が開業した。明治 10（1877）年 3 月 19 日には大
阪・京都間鉄道全通し、以後、梅田周辺は大阪の玄関口
として発展していくが、明治初期、大川（淀川）以北で
は、天満・中之島地区が中心市街地として発展をとげて
いた。（図 3-7）。天保 9 年に樋之口町の大川まで貫通し
た天満堀川は、明治 32（1899）年頃再び改修されて舟運
にも利用された。なお、明治 5（1872）年 3 月 17 日の町
名の分合・改称に際して堀川町は東西の二町に分れ、堀
川神社は西堀川町の北端となった。
明治 40（1907）年 5 月 21 日、神社合併政策によって稲生別魂榎木神社は廃されて堀川戎神社境内
に移転し、地車（11 尺×7 尺）を本殿として祀られた。また 11 月 8 日、大阪府泉南郡南近義村の菅原
神社を合祀して「堀川神社」と改称、村社に列せられた。明治 44 年（1911）には、工匠祖神社（タク
ミノミオヤジンジャ）が松尾神社に合祀された。昭和 20 年（1945）年 6 月、戦災により、榎木神社も
ろとも堀川神社は全建物を焼失したが、順次復興して昭和 33（1958）年 11 月、榎木神社が遷し祭ら
れ、昭和 38（1963）年には現本殿が再建され今日に至る。昭和 20（1945）年 12 月 15 日の、いわゆる
「神道指令」によって神社の国家管理はなくなり、
「村社」の社格が廃止され、現在、堀川神社（通称・
堀川戎神社）は、神社本庁所属の一宗教法人となっている。表 3-1 に「堀川戎神社の摘要」を示す。

表 3-1.堀川戎神社の摘要
1

祭 神

（主祭神）蛭児大神、（配神）少彦名命、（配神）天太玉命の三神

2

創 祀

3

旧社格

村社（明治 40 年 11 月 8 日）

4

例 祭

春季例祭：4 月 20 日

5

神 事

6

神 紋

7

宮 司

8

鎮座地

（530-0047）大阪市北区西天満五丁目 4 番 17 号 堀川神社

9

位 置

北緯 34 度 41 分 59.5 秒

10

標 高

3.5m

11

境内規模

12

交 通

13

電話・FAX

第 29 代欽明天皇の御代（539～571 年）、止美連吉雄が蛭児大神を富島に祀り、
「瓊見社（タマミノヤシロ）」・「止美社（トミノヤシロ）」と名付けたのが創祀とされる。
秋季例大祭：11 月 20 日（神楽奉奏）

宝の市神事（十日戎）：1 月 9 日・10 日・11 日
榎木神社大祭：4 月 20 日（地車囃子）

淡島祭：5 月 3 日

三つ柏
寳來正彦（ほうらい まさひこ）
禰宜・寳來正和（ほうらい まさかず）
東経 135 度 30 分 32.6 秒

境内面積 1320 ㎡（400 坪）
大阪メトロ堺筋線 南森町駅北西 500m
電話 06-6311-8626

FAX 06-6312-8300
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本殿・拝殿：RC 造流造 銅板葺。拝殿正面唐破風造向拝。
社務所：RC 造切妻屋根二階建。
14

社 殿

参集所：木造寄棟造桟瓦葺。
末社殿：木造切妻造金属板葺。
授与所：木造片流屋根造金属板葺。
榎木神社（境内社）：木造切妻造金属板葺。

15

境内社

榎木神社（稲生神社を合祀）、①天照大神宮、②猿田彦神社（幸神社）

末 社

③大国主神社、④菅原神社、⑤松尾神社、⑥工匠祖神社、⑦淡島神社
正面鳥居（平成 7 年 11 月建立）・コンクリート造朱塗

16

鳥 居

北側鳥居（明治 44 年 8 月建立）・石造／戎俵講奉納
榎木神社外鳥居・コンクリート造朱塗／萬国観光（株）奉納
榎木神社内鳥居・木製朱塗（昭和 33 年 11 月建立）
平成 7 年 1 月 17 日、阪神淡路大地震によって、正面鳥居が破断。その被災し

17

福興戎像

た石製柱に戎像が彫刻され、平成 10 年 1 月 10 日に奉納された。（フッコウエビ
ス、フクオコシエビス）

18

石 碑

社標「堀川戎神社」・石製柱（正面鳥居傍）

19

石 像

狛犬一対（明治 44 年 8 月）・石造／戎俵講奉納（正面鳥居傍）

20

手水鉢

「皇紀二千六百年記念」として「御福会」が奉献。石造。（正面入口南傍）

21

榎木神社

22

その他

社標「だんぢり稲荷神社 御社殿」昭和 33 年 11 月 榎本 正建奉・石製柱 狛
犬一対・石造／未松講手水鉢 銘「水潔」・石造
「都鳥社」顕彰碑（石碑）大正 15 年 5 月 16 日 梅川新右衛門他 7 名奉納、常夜
燈台（石燈籠）天保 9 年

4.堀川戎神社の社殿
堀川戎神社は、旧来の北区西堀川町、現在の北区西天満五
丁目にあって、桃山時代に堀削された天満堀川の川筋に面し
ていたが、昭和 43（1968）年から道路用地として埋め立てら
れ、今日ではその跡地の阪神高速道路大阪守口線に臨んでい
る。かつては現在地付近に広大な境域を占めていたが、今は
周囲はビルで囲まれ前面は阪神高速道路で遮蔽されて、社域
は 1320 ㎡（400 坪）と狭い。昭和 20（1945）年の大阪空襲
で社殿はじめ全建物を焼失したが、順次復興し、榎木神社、
本殿、社務所と再建していった。社殿焼失後は、仮御殿で宝
の市神事（十日戎）等が挙行されていたが、昭和 33（1958）
年 11 月、榎木神社が仮奉祀ののち現在地に、昭和 38（1963）
年本殿・拝殿が 18 年ぶりに再建された。境域内の社殿配置は、図 4-1 のとおりである。東面の旧天満
堀川（現・阪神高速道路）側に正面鳥居、寺町通りに面して北側鳥居を置き、境内は東西方向に社殿
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を配置する。中央西奥に本殿・拝殿を東面させ、参道を挟んで北側に授与所、末社殿が、南側に参集
所、社務所が対面して配され、また、東北隅には、境内社である榎木神社が配されている。

4-1.堀川戎神社の本殿・拝殿
本殿・拝殿は RC 造（鉄筋コンクリート造）で一体的に造られている。即ち、平面的には本殿、内拝
殿、外拝殿が順に並らび全体として三間社切妻造妻入りとし、本殿屋根部分は樫木をのせた流造りと
している。写真 4-1 は本殿・拝殿の正面写真である。拝殿の向拝は、妻面に唐風造向拝一間が設けら
れている。写真 4-2 は正面唐風造向拝、写真 4-3 は向拝天井である。

表 4-1 は社殿の計測値で、図 4-2 は本殿・拝殿の間口と奥行きを比較した図である。外拝殿が広く
とられているのは、十日戎の時には、上方芝居の錣（シコロ）が演じられ、秋の例祭には、神楽が奉
納されるためである。本殿中央には、蛭児大神が、左右の相殿には、少彦名命と天太玉命が祀られる。

4-2.堀川戎神社の末社殿と授与所
堀川戎神社には現在、淡島神社、松尾社、工匠祖神社、
大国主社、菅原社、皇大神社、幸神社の 7 座の神々が
末社殿に祀られている。社殿内には、淡島大神（少彦名
命）以外は、2 祭神ずつ合祀されている。即ち、松尾大
神と工匠祖大神、大国主大神と菅原大神、天照皇大神と
猿田彦大神が合祀されている。社殿は木造切妻造金属
板葺一重で、本殿に向かって授与所が付設されている。
これは十日戎の時、神社の崇敬者の組織（講）が、福笹
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などの授与にあたる施設となる。写真 4-4 の右手前が末社殿で左奥半分が授与所である。表 4-2 に社
殿の計測値を、図 4-3 に各末社の間口と奥行きを示す。

以下に 7 末社の祭神と信仰を記す。
（1）淡島神社（祭神：淡島大神＝少彦名命）
淡島明神。ｱﾜｼﾏｶﾞﾐ。
「淡島様」ともいい、婦人病に霊験があるとされる。和歌山県海草郡加太村（現
在の和歌山市）の加太神社（淡島神社）を勧請して祀るものである。この神は、住吉神の妃神といわ
れるが、下半身に病があったため、この地に流されたという。この信仰を広めたのは元禄時代（16881704 年）の淡島願人（ｱﾜｼﾏｶﾞﾝﾆﾝ）という乞食坊主で、淡島明神を安置した小さな神棚を持ち歩き、淡
島様の縁起を唱えて全国を遊行。婦人病に悩む女性に信仰され、祈願して治ると衣服などの寄進を受
けていたという。淡島様は婦人病ばかりでなく、地方によっては安産祈願の神だったり（壱岐）、縁結
びの神になっている地（盛岡）もある。関東地方の農村では、3 月 3 日に淡島講を行ない、淡島様を祀
っているが、2 月 8 日の針供養と一緒になっている地方も多いという。堀川戎神社では 5 月 3 日に淡
島祭がおこなわれている。
（写真 4-5）
（2）松尾神社（祭神：松尾大神＝大山咋神）
大山咋神（ｵｵﾔﾏｸｲﾉｶﾐ）は別名、山末之大主神（ﾔﾏｽｴﾉｵｵﾇｼﾉｶﾐ）と言われ、大年神（大歳神・ｵｵﾄｼﾉｶ
ﾐ／穀物の守護神）の子とされる。名前の「クイ（クヒ）」は杭のことで、大山に杭を打つ神、大きな
山の所有者の神を意味する山の地主神であり、農耕（治水）を司る神とされる。
「古事記」では近江国
の日枝山（ヒエノヤマ、後の比叡山）および、葛野（カドツ、葛野郡、現京都市）の松尾に鎮座し、
鳴鏑（ナルカブラ・音をたてて飛ぶ鏑矢）を神体とすると記される。山に座してその地を守るという
大山咋神は、京に於いては、皇域鎮護の神として朝廷からも崇敬篤く、松尾大社（マツノヲタイシャ）
は、洛西総氏神として重きをなしてきた。松尾神社といえば、全国の酒・味噌・醤油などの醸造業関
係の人々や企業からの崇敬が篤いことで有名であるが、社伝によれば祭神の大山咋神が大杉谷の霊泉
で、集う神々の為に一晩で酒を醸したという。境内にはこの「霊泉」から引かれた「亀の井」がある。
酒の元水にこの神泉の水を混ぜるとよいとされ、酒造家は仕込みの際に持ち帰るという。醸造祖神と
いわれる由縁である。堀川戎神社の崇敬者の組織「神酒講（オミキコウ）
」は、酒の醸造元、問屋、小
売店を含めて、酒の生産、販売にあたる関係業者によるものという。（写真 4-6）
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（3）工匠祖神社（祭神：工匠祖大神＝手置帆負命と彦狭知命）
工匠祖神社（タクミノミオヤジンジャ）は、工作を職とする工匠（タクミ）の祖神を祀り、大工・
左官・木地師・瓦屋根葺・鍛冶屋を中心に建築業全体の神とされる。工匠祖大神（タクミノミオヤオ
オカミ）は、手置帆負命（ﾀｵｷﾎｵｲﾉﾐｺﾄ）と彦狭知命（ﾋｺｻｼﾘﾉﾐｺﾄ）で、この 2 神は、天照大神が天ノ岩
戸に隠れた時、天御量（ｱﾏﾂﾐﾊｶﾘ）をもって木を伐り、瑞殿（ﾐｽﾞﾉｱﾗｶ）という御殿を造営され、のち
大国主大神の宮殿（出雲大社）の造営にも奉仕されたとされている。この伝承から、2 神ともに工匠の
祖神であり、守護神とされ、木造建築の上棟式（棟上げ）等の祭神として尊崇されている。手置帆負
命は手尺（ものさし）の神とされ、堀川戎神社の祭神・天太玉命を祖とする忌部氏の一族である讃岐
忌部氏の祖とされている。また、彦狭知命は尺度を掌る神・大工の神とされ、設計・監督など大工棟
梁のような役割をもった神とされる。なお、工匠祖神社は明治 44（1911）年に松尾神社に合祀された
と記されている。（写真 4-6）

（４）大国主神社（祭神：大国主大神）
神代の出雲国の主神・大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼﾉﾐｺﾄ）は、素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）の子とも六世の孫ともい
われ、少彦名命と協力して天下を経営し、禁厭（ｷﾝｴﾝ／まじない。）・医薬などの道を教え、国土を天
孫・瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）に譲って杵築の地に隠退、今、出雲大社に祀る。大己貴神（オオナムチノ
カミ）、大物主神（ｵｵﾓﾉﾇｼｶﾐ）、大國魂神（ｵｵｸﾆﾀﾏﾉｶﾐ）、八千戈神（ﾔﾁﾎｺﾉｶﾐ）、葦原醜男（ｱｼﾊﾗﾉｼｺｵ）
など多くの別名があり、大地の神・開拓神・農耕神・医薬神・酒造神・酒泉神・縁結びの神として多
くの神社に祀られている。中世以降、七福神の大黒天と習合し、同じ出雲系の事代主命（大国主命の
三男といわれる）は恵比須と習合し、ともに福徳や商売繫盛の神様として全国にその信仰が広まって
いった。現在、大国主神は縁結びのご利益で知られるが、これは近世に入ってからのことであるとい
う。
「日本書紀」の一書には、181 柱もの子神をなしたとあり、そこから縁結びに繋ったとする説もあ
る。
（写真 4-7）
（5）菅原神社（祭神：菅原大神＝菅原道真公）
菅原大神（ｽｶﾞﾜﾗﾉｵｵｶﾐ）は、現在は「学問の神」として信仰を集めているが、もともとは非業の死を
遂げた人の霊がさまざまな災いをもたらすという御霊信仰から菅原道真（845～903 年）公は神として
祀られた。行政能力に長けた道真公は右大臣に任じられたが、延喜 1（901）年、左大臣・藤原時平ら
により太宰権師として九州大宰府に左遷される。延喜 3（903）年、道真公は配所で亡くなるが、その
死後、都では天災が続き、疫病まで流行する。これを道真公の祟りだとして神社に祀ったのが菅原道
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真公が天神となった起こりであり、その神社が京都の北野天満宮である。天神とは、もともと地祇（国
土の神）に対する天の神で雷神などを指したが、後に菅原道真公の神霊を指すようになった。太宰府
天満宮の影響か、圧倒的に九州に多く分布するという。堀川戎神社の菅原神社は、明治 40（1907）年 11
月 8 日、大阪府泉南郡南近義村の菅原神社を合祀したと記されている。（写真 4-7）
（6）天照大神宮（祭神：天照皇大神）
天照皇大神（ｱﾏﾃﾗｽｽﾒｵｵｶﾐ）は、天照大御神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）、天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ、ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）、
大日孁貴神（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾑﾁﾉｶﾐ）、大日女尊（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾐｺﾄ）、皇大御神（ｽﾒｵｵﾐｶﾐ）、天照坐大御神（ｱﾏﾃﾗｼﾏｽｽ
ﾒｵｵﾐｶﾐ）などの別名を持つが、日本神話における高天原（ﾀｶﾏﾉﾊﾗ）の最高神であり、太陽を神格化し
た神で、皇室の祖神（皇祖神）とされる。第 11 代垂仁天皇の時、倭姫命に奉載されて皇居を離れ、今
の伊勢神宮に鎮座されたという。皇室の祖先神として伊勢信仰は全国に広がるが、伊勢神宮から勧請
された神社は、
「神明社（ｼﾝﾒｲｼｬ）」や「皇大神宮（ｺｳﾀｲｼﾞﾝｸﾞｳ）
」などの名で呼ばれ、東海地方や北陸
地方に多くみられるという。（写真 4-8）
（7）幸神社（祭神：猿田彦大神）
天孫・瓊瓊杵尊が地上へ降り立とうとした際その道中に、上は高天原、下は葦原中ツ国を照らす光
り輝く神がいた。それが猿田彦神（ｻﾙﾀﾋｺﾉｶﾐ）である。「日本書紀」によるとその容貌は、「鼻の長さ
七咫（ｱﾀ）
、背の長さ七尺余り、目は八咫鏡（ﾔﾀﾉｶｶﾞﾐ）
」のように、また、酸漿（ホオズキ）のように
照り輝いている」とあり、あまりの異形ぶりから猿田彦神を天狗の原型だとする説も唱えられている
という。猿田彦神は、その時、“天の八衢（ﾔﾁﾏﾀ）”にいて邪眼をもって神々を恐れさせたが、天鈿女
命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒﾉﾐｺﾄ）が何者かを問うと「天津神の御子が天降りをすると伺ったので、御先導差し上げよ
うと、ここまでお迎えにあがりました」と答え、自ら天孫の先導役を買ってでたとされている。天孫
降臨の際に道案内したことから猿田彦神は「道の神」・「旅人の神」として崇められるようになり、関
東や中部地方を中心として、峠や村境などに祀られていた民間信仰の道祖神と習合。道祖神の祠には
「猿田彦大神」の文字が刻まれているものもあり、広く信仰を集めていったという。
「神社明細帳」の
「堀川神社」の項には、同社の境内神社として、
「大神宮社幸神社相殿」と記されている。
（写真 4-8）

4-3.榎木神社（地車稲荷神社）の社殿
境内東北隅に境内末社・榎木神社の社殿が建つ。木
造一重切妻造金属板葺の建物である。榎木神社の正式
な社名は「稲生神社別魂榎木神社」と称する。これは
地域の人々が榎木の大木に神霊が鎮っていると考え、
その根元に祠（ホコラ）を造り、あわせて堀川戎神社
の境内末社・稲生神社から宇賀御魂神（宇迦之御魂神）
の別魂（ワケミタマ）を勧請して合祀したことに因む。
祭神は、木の神霊である句句廼知神（ｸｸﾉﾁﾉｶﾐ）と食物
の神である宇賀御霊神（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉｶﾐ）の二神である。
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この榎木には古狸が住んでいて、天神祭の地車の囃子の真似をするのがうまいところから、
「だんじ
り吉兵衛」と呼ばれた。吉兵衛狸は人々の願事が叶えられると、その夜「だんじり囃子」を聞かせた
といわれ、関西一円にその名は広まったという。
明治 40（1907）年 5 月 21 日、神社合併政策によって榎木神社は堀川戎神社に合祀されることにな
り、境内に遷座、その時大きな地車（11 尺×7 尺）を本殿とした。それは「だんじり囃子」の好きな
吉兵衛狸も共に遷座してきたとみなしたからといわれる。それ以降、榎木神社の名称とともに「地車
稲荷神社」と称されるようになった。写真
4-9 は榎木神社の社殿正面、写真 4-10～413 は社殿内部である。榎木神社も昭和 20
年に焼失したが、地車本殿の姿が「浪花浮
世画壇松川半山翁遺稿～地車稲荷大神」
（昭
和 2 年 10 月 9 日）に描かれている（写真
4-14）。また、その由来や地車について、川
崎巨泉著画「郷土の光 15 集―地車稲荷の地
車」
（昭和 2 年 12 月 6 日）に記されている
（写真 4-15）。
昭和 33（1958）年 11 月 28 日、榎木神社
は仮奉祀ののち現在の地に遷し祭られた。
現在の本殿は地車ではないが、他に類をみ
ない地車型の神殿が社殿内に造営されてい
る（写真 4-10）。地車稲荷の神使は狐では
なく狸であるが、各地の稲荷と同じく、五
穀豊穣・商売繁昌の神として崇敬され、俗に狸神としての信仰で今に至っても崇敬者が多いという。
願望成就の時は、小さな地車の模型が奉納され、また、お礼に絵馬もあげられる。
（写真 4-12・4-13）。
榎木神社の絵馬「狸と地車」は、狸が地車を曳いている図柄で、古くからあったが戦時以来中絶して
いたものを昭和 52（1977）年頃、複製したと記す（写真 4-16）。

4-4.堀川戎神社の社務所・参集所
境内南側に本殿・拝殿に接して神社の管理部門である社務所と参集所が連立する。社務所は鉄筋コ
ンクリート造 2 階建切妻屋根造で事務室・応接室・二階食堂などの諸室を有している。戦災で焼失後、
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順次復興した建物を整理し、不焼建築物として造営された建物である。
（写真 4-17）
。この社務所に連
続して参集所が建つ。旧来の建物で、木造平屋建寄棟造桟瓦葺である。
（写真 4-18）
。

4-5.福興戎（フクコウエビス、フクオコシエビス）像
外拝殿南隅に小さな祠（ホ
コラ）が建つ。福興戎像を祀
った祠である。平成 7（1995）
年 1 月 17 日、阪神淡路大震
災が発生。この時、正面の石
製鳥居が破断した。鳥居はた
だちに復元され同年 11 月、
鉄筋コンクリート製鳥居が
建立された。そして被災した鳥居の石製柱に戎像が彫刻され、平成 10 年 1 月 10 日奉納された。平成
12 年には、
“幸を与える“の「福」と、
“生ずる・起きる・盛んになる”の「興」を付けた「福興戎像」
と命名された。除災招福の象徴として崇拝されている。十日戎には、境内中央で人々の参詣を受ける。
写真 4-19 と写真 4-20 は戎像の祠、写真 4-21 は福興戎像である。

5.堀川戎神社の鳥居の測量
5-1.堀川戎神社の鳥居
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堀川戎神社の鳥居は 4 基あり、すべて明神鳥居である。①参道正面鳥居は、阪神淡路大震災で倒壊
した鳥居の後継として平成 7 年 11 月に建立されたコンクリート造の朱い鳥居（写真 5-1）
。②榎木神
社内鳥居は昭和 33 年社殿造営時に造作された木製鳥居（写真 5-2）
。③榎木神社外鳥居はコンクリー
ト造の朱い鳥居（写真 5-3）
。④北側鳥居は明治 44 年 8 月建立の石造鳥居（写真 5-4）である。

5-2.堀川戎神社の鳥居の測量値と回帰方程式
表 5-1 は堀川戎神社の明神鳥居の測量値である。柱直径において、最大値は 0.58m、最小値 0.31m、
平均値 0.46m である。柱間距離において、最大値 4.01m、最小値 1.72m、平均値 3.03m である。貫下点
において、最大値 4.58m、最小値 2.19m、平均値 3.56m である。貫上点において、最大値は 4.78m、最
小値 2.39m、平均値 3.75m である。笠木下点において、最大値は 5.52m、最小値 2.69m、平均値 4.27m
である。笠木上点において、最大値は 5.77m、最小値 2.94m、平均値 4.53m である。反増しにおける最
大値は 6.12m、最小値 3.09m、平均値 4.74m である。

図 5-1 は堀川戎神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係図である。鳥居の柱間距離と貫の高さとの
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（R2）は 0.994 と 0.996 である。
貫上：

Y = 0.989X + 0.7406 ………（R2 = 0.994）………測量値………（5-1）

貫下：

Y = 0.9982X + 0.5275………（R2 = 0.996）………測量値………（5-2）
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図 5-2 は堀川戎神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係図である。鳥居の柱間距離と笠木の高さ
との関係を究明するため、考査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（R2）は 0.998 と 0.996 である。
笠木上：

Y = 1.208X + 0.8582 ………（R2 = 0.998）………測量値………（5-3）

笠木下：

Y = 1.1988X + 0.6213………（R2 = 0.996）………測量値………（5-4）

6.堀川戎神社の神事と文化
寄神から漁業の神・豊漁の神となったエビス神は、市の福の神から商業神へと変身し庶民の生活に
大きく入り込んできた。ことに商業という危険の多い不安な業に従事する大阪の庶民にとっては、商
売繁昌、豊饒祈願や感謝など生業守護を願うだけでなく、福徳の万能神とみなされ、
「十日戎」は堀川
戎、今宮戎をはじめとして西野田玉川町の戎、船場御霊神社内の呉服戎など多くの神社で祭られ、大
阪を代表する正月の神事となり庶民の文化となっていった。以下に堀川戎神社の神事と文化的趣向を
記す。

6-1.堀川戎神社の崇敬者の組織
「神社明細帳」の「堀川神社」の頃には、「信徒五百人」と記され、「全国神社名鑒」には、崇敬者
千人と記されているが、当社はもともと氏地を持たず、したがって氏子にあたるものを持っていなか
ったとされている。しかし、古くから多くの崇敬者を有していたことが、いくつかの記録に残されて
いる。大阪の“えべっさん”は「ミナミの今宮」と「キタの堀川」が並び称されており、江戸時代に
は都心部に在った堀川戎に対して、田んぼの中に在った今宮戎の参り方を称して「朝（あした）の今
宮、夕べの堀川」と呼び習わされていたという。今日では西天満連合町会の区域が氏子の範囲とみら
れており、それと共にいくつかの同業者の団体が、崇敬者の組織としてあげられている。その概要は
表 6-1 のとおりである。
表 6-1.堀川戎神社の崇敬者の組織
講・団体名

構成員

歴史等

堂島の米屋の仲間。
（大阪市北区から都島 明治末年には崇敬者に
1

戎俵講

区にわたる大阪第一食料協同組合の米穀 加わっていた。
商によるもの。
）
北浜の株屋の仲間。
（証券協和会という親 昭和 30 年代から。講で

2

北浜戎講

睦会に加わって、旧大阪証券取引所の場 はなく、今は有志として
立に出ていた仲買業者によるもの。
）

の参加。

西天満の乾物屋の仲間。
（青物市場の周辺 昭和 20 年代から神事に
3

食品商戎講

の旦那衆によるもの。
）

かかわっていたとみら
れる。
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酒の醸造元、問屋、小売店を含めて酒の生 昭和 28 年度の酒の奉献
4

神酒（おみき）講 産、販売にあたる関係業者によるもの。

を受けた名簿が残され
る。

西天満の連合町会にあたるもの。
（15 町内 昭和 30 年代には神事と
5

西天満戎講

から成り立っている。十日戎には西天満 もかかわってきている。
戎講を、天神祭には神鉾講を名乗る。）
西天満の連合町会を含んだ菅南・西天満 西天満の連合町会その

6

堀川戎婦人会

の両校区の婦人会によるもの。

ものとは別に独自の役
割を持つ。

7

天神橋筋

北区天神橋筋 1 丁目から 6 丁目にわたる。 昭和 40 年代から神事と

堀川戎会

（10 丁目筋の商店街の役員によるもの。
） もかかわってきている。
主に松竹の系列の芸能人の集団で落語、 終戦直後から十日戎に

8

関西演芸協会

漫才などの諸分野にわたる。

出演、交代で神事をつと
める。

かならずしも特定の講員を持つものでは 平成 6 年度の統計では、
9

献燈講

なくて、さまざまな団体や個人から、それ 全体で 514 の献燈をう
ぞれに提燈の奉献を受けるもの。

10

ボーイスカウト
大阪 76 団

ける。

そのまま堀川戎神社の組織とはいえないが、その父兄の応援をも得
て、福笹の吉兆などをつける役目を受け持っている。
（大島建彦「疫神と福神」平成 20 年による）

上記の如く、堀川戎神社の崇敬者の団体は、一部に地元の町内会の組織に通ずるものを含みながら
も、大部分は、地元の同業者の団体にあたるものから成り立っている。

6-2.堀川戎神社の神事「十日戎」
堀川戎神社の恒例の神事としては、春季例祭（4 月 20 日）と
秋季例大祭（11 月 20 日）がおこなわれているが、いずれもそれ
ほど盛大な祭例とはいえない。それに対して、1 月 9 日から 11
日までの 3 日間には、1 年間の参詣者の大部分を集めてしまう
十日戎の神事がおこなわれる。
（十日戎）
一般に「十日戎」として知られている 1 月 10 日を中心とする
神事は、正式には「十日戎宝の市神事」と呼ばれる。その日程
は、1 月 7 日から 8 日にかけて、十日戎の前儀に当たる福神巡行
（近傍への挨拶まわり）がおこなわれ、十日戎の神事にあたる
ものでは 9 日の宵戎に始まり、10 日の本戎を経て、残り福にい
たるまで、様々な趣向がとり入れられている。十日戎の神事そ
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のものは、福笹の授与を中心に成り立つもので、社務所だけでなく、前述の 8 講（献燈講とボーイス
カウト団以外）の授与所が拝殿前を中心に境内をコの字型に囲んで設けられ、それぞれに福笹などの
授与にあたるよう決められている。そして、その中央には、阪神淡路大震災によって破断した表門鳥
居からよみがえった「復興戎像」が安置され、参詣者に福徳を授与している。（写真 6-1.平成 31 年 1
月 9 日宵戎）
。また、当社独特の趣向として「錣演奏」がおこなわれる。
＜錣（シコロ）＞：この錣という芸は、上方芝居の終演にあたって、大太鼓と双盤（ソウバン／伏鉦の大形の
ものを撞木で鳴らす）との囃子に合わせながら、スグイチ（ヒョットコ）とオタフク（オ
カメ）との面をかぶり、5 色のシデまたは采配というものをもって、
「大入」の文字の恰好
に踊る。

関西演芸協会の芸能人が、交代で授与所につとめる他に、神前で上方芝居の錣を演じるのである。
この他に福餅授与もおこなわれる。また、前儀として昭和 30 年代から福の神を飾りつけたオープンカ
ーが大阪市の内外をまわっていたと記されているが、現在では、戎宝船に続いて福娘や武者姿の役員
などが、天神橋商店街を練り歩く「福の神パレード（宝船巡行）
」が 1 月 9 日におこなわれる。この十
日戎の期間を通じて北側の寺町通りは、歩行者天国となり、天神橋筋から府道 102 号（読売新聞大阪
本社前）までの東西 400m の間に 100 店以上の露天が軒を並べる。写真 6-2 は境内授与所に並らぶ参詣
者と 8 講の献燈、写真 6-3 は寺町通りの北側鳥居傍の露天架設の状況を写したものである。ともに平
成 31 年 1 月 9 日午前 10 時頃の撮影である。

6-3.堀川戎神社の文化的趣向
長い歴史を有する堀川戎神社は地域との関りも深く、かつては旅行会や頼母子講もあったという。
また地域の文化にも大きく寄与してきたことは知られるところであり、神社や神事にかかわってきた
文化的趣向を以下に記す。
＜瓊見の鈴＞：堀川戎神社で頒布される鈴で、初めて頒布したのは昭和 9（1934）年となっている。
「鈴は神秘を蔵せる神具なり。当社は深き縁由ありて玉を御神体とし古名を瓊見の社
と申し奉る。このいわれに因りて瓊見の鈴を頒つものなり。－後略―」
（写真 6-4）
＜堀川戎鯛＞：郷土玩具（西の部）に「堀川戎神社の鯛」が掲載されている。
「厚紙を型でプレッスし
たのを両面から合せたもので張子ではない。赤塗りの凡鯛、笹に吊して十日戎に出す。
」
と記される。
（写真 6-5）
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＜宝船札＞： 世界恐慌の始まった昭和 4（1929）年、大阪で各自が創意を凝らした宝船を描き、希望
者に無料で手渡す「浪華寶船会」による新春行事・宝船頒布が始まった。堀川戎神社
も加盟し、宝船を授与してきたが、昭和 9（1934）年で終了。堀川戎神社では宮司の寳
來正彦氏が 20 年をかけて集めたコレクションが残っており、新年の初詣客に枚数限定
で宝船の授与を続けた。
（写真 6-6）

7.終わりに
庶民の文化ともなっている「十日戎」は、大阪では市域を南北にわけあって「ミナミの今宮」に「キ
タの堀川」が並び称される。しかし参詣者数では大きな差がある。平成 31 年の今宮戎の参詣者数（目
標値）は 90 万人とされているが、堀川戎では長年 14､5 万人の域を出ていない。しかし、例年の参詣
者数には大きな変動がなく、ほぼ一定の人数を保っているという。今宮戎では、多くの福娘の選定や、
道頓堀での宝恵駕行列などで参詣者をひきつける努力をおこなっているが、堀川戎でも、この神事の
参詣者に対しては、常に周到な配慮を行なっているという。案内状の送付や十日戎の前儀の「福の神
パレード」だけでなく、名前や願いごとを書きこめる「カード守り」、半円形のガラスに神像を彫りこ
んだ「玉戎」など、次々に新しい授与品をつくり出すことによって、できる限り幅広い参詣者をひき
つけようと努めている。

地道な努力によって顧客の崇敬を集めていることがうかがえる。平成 31 年の「福の神パレード（宝船
巡行）」は、1 月 9 日午前 11 時から JR 天満駅南側・天神橋筋商店街の一角で実施された。「天神橋筋
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堀川戎会福の神神事」の次第は、次のとおりである。1）お祓い神事（11 時 30 分から）
。2）講元挨拶。
3）来賓挨拶（市議・府議）
。4）感謝の言葉（福娘）
。5）鏡開き。6）乾杯（関西演芸協会・桂福団次）。
7）巡行出発（12 時から）。宝船巡行は、宝船を先頭に神職（4 人）
、福娘（10 人）
、戎講・天神橋筋商
店会・関西演芸協会（25 人）の人々、約 40 人が、天神橋筋 1 丁目から 6 丁目までを練り歩いた。写
真 6-7 は宝船前での祝詞奏上、写真 6-8 は鏡開き、写真 6-9 は福娘巡行の写真である。

謝辞
本稿作成に当たっては、洞窟環境 NET 学会員のご指導を、また、堀川神社禰宜・寳來正和氏からは
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別表 1.堀川戎神社と地域の歴史
和暦

西暦

歴

史

欽明年間

539～

～571 第 29 代欽明天皇の御世、止美連吉雄が富島に蛭児大神を祭り、
「瓊見社

571

（タマミノヤシロ・トミノヤシロ）
」又は「止美社（トミノヤシロ）
」と名付け
る。（創祀）

白雉 2

651

第 3 世神主・吉延の時、少彦名命(淡島明神）の神像が彫刻され納め祀られる。

大宝 3

703

第 5 世神主・吉明が神託を蒙り、天太玉命を相殿に祀る。

平治 1

1159

12 月、平治の乱おこる。止美社はこれを避け、丹波国山家に動座する。
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文和年間
慶長 3

1352-

神主藤原吉次（旧神官松岸家の祖先）が現在地に遷座し、再興。以来、
「蛭児

1356

社」・
「恵比須社」・
「堀川之戎社」と呼ばれる。

1598

「天満堀川」が開削される（大川から扇町付近まで）
。堀留（終点）の榎の大
木の根元に祠をつくり、併せて堀川戎神社末社の稲生神社の別魂（宇賀御魂
神）を祭る（榎木神社の前身）。

慶安 2

1649

「慶安 2 年堀川恵比須社絵図」（堀川戎神社所蔵）

元禄 6

1693

神主・喜多岸神大夫により慶安 2 年の古絵図を写した絵図が作られる。

延享 4

1747

「延享 4 年堀川恵比須社絵図」（堀川戎神社所蔵）

天保 8

1837

2 月 19 日、大坂町奉行所元与力の大塩平八郎の乱がおこる。天満・北浜を中
心に大坂市街地の約 5 分の 1 が焼ける。俗に「大塩焼け」といわれた大火と
なった。

天保 9

1838

それまで堀留となっていた天満堀川を樋之口町の大川（淀川）まで延長し通水
する。

天保 10

1839

2 月、榎の大木の下の祠の地に、天満堀川両岸 12 ケ町の協力により、約 15 坪
の土地を取得し、本殿・拝殿が建立され榎木神社を創建する

明治 5

1872

3 月 17 日、町名の分合・改称に際して、堀川町は東堀川町と西堀川町に分れ
る。

明治 32

1899

天満堀川が再改修され、舟運にも利用される。

明治 40

1907

5 月 21 日、神社合併政策によって榎木神社が廃されて、堀川戎神社境内に移
転、合祀される。11 月 8 日、大阪府泉南郡南近義村の菅原神社を合祀して「堀
川神社」と改称（通称・堀川戎神社）
、「村社」に列せられた。

明治 42

1909

7 月 31 日夜から 8 月 1 日にかけて「キタの大火」おこる。空心町 2 丁目から
出た火は強風にあおられて西へ西へと燃え広がり、堀川をこえて蜆川に沿っ
て福島まで、まる一日燃え続けた。

明治 44

1911

工匠祖神社が松尾神社に合祀される。

昭和 4

1929

世界恐慌のさなか大阪で「浪華宝船会」による新春行事「宝船頒布」が始まる。

昭和 5

1930

堀川戎神社が「浪華宝船会」に加入し、宝船頒布を第 2 回目から始める。

昭和 9

1934

“瓊見の鈴”を初めて頒布する。

昭和 20

1945

米軍空襲により、榎木神社もろとも堀川戎神社が焼失する。

昭和 33

1958

11 月 28 日、榎木神社が現在の地に社殿を造営し、遷し祭られる。

昭和 38

1963

戦災で全建物を焼失していたが、順次復興し、この年、本殿を再建した。

昭和 43

1968

西天満の連合町会の範囲で堀川戎神社の崇敬者の組織がととのえられる。
この年、天満堀川が阪神高速道路大阪守口線の敷地として埋められる。

平成 7

1995

1 月 17 日、阪神淡路大震災。正面石製鳥居破断。11 月 RC 造鳥居建立。

平成 9

1997

1 月 9 日、「福の神パレード」（宝船巡行）始められる。

平成 10

1998

1 月 10 日、大震災で破断した鳥居の石柱に戎像が彫刻され奉納される。

平成 12

2000

戎像に「復興戎像」
（フクコウエビス、フクオコシエビス）と命名される。

24

