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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 Itakiso Shrine" which is Wakayama-City, Wakayama, an area of ancient
Kiinokuni. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method.
Shrine Site is Idakiso, Wakayama-shi, Wakayama.
Worshipped Gods are Itakeru＊Ōyabiko,later Ōkuninushi. Festival God worships its sister gods
Ōyatuhime/left side, Tumatuhime/right side door. Itakiso Shrine 's Shrine Foundation was
transferred to the current company in 713. Before the Festival God ceased to its present location, it
was secluded in the land of Nichizen-Gū. Initially it is called "Inomori" which is about 500 m
southeast of the current Shaden. During the Inomori, Sansei Shrine, which is Sessha, has subsided.
In Festival God, Haishi-God of Ōyatuhime-Mikoto is a goddess of controls trees, houses and the god
of Kifune. Tumatuhime-Mikoto is the goddess of trees and the god of wood. Rankings is Kiinokuni
Ichinomiya、Shikinai-sha (Myoujin Taisha), Kyū-Kanpei-Chuusha, Beppyō jinja
Itakiso-Jinja's Shrine Pavilions was involved in the war caused by Toyotomi Hideyoshi during the
Tensho year. Later, the shrine was rebuilt by Hashiba Hidenaga. In Heisei 14 (2002), ItakisoJinja's Shrine Pavilions, as a memorial to the initial article, carried out improvements such as
repairing the roof Hukikae and Warihaiden. Honden(Mokuzou-Hiwadabuki-Nagare-zukuri 28 ㎡),
Sayuu-wakiden （ Mokuzou-Hiwadabuki-Nagare-zukuri 7 ㎡ ） , Haiden （ Mokuzou-HiwadabukiNagare-zukuri 78 ㎡ . Keidaisha is Kishou Shrine,Gion Shrine,Hiruko Shrine （ Meizigoushi22

Shrine ） , Kushiiwamato-Shrine （ Gate-Shrine ） ,Miino-Shrine. Kei- Ｇ ａ ｉ sha is Misei Shrine
（Itakisou,Inomori,Former site） and Nyuu-Shrine（Meiouzi）. The site is approximately 33,000 m².
Torii is first Torii, second Torii and Gion Shrine Torii, etc.
キーワード：木の神、緑化の神、樹木の神、生命の神、浮宝の神（船）
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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。本稿は、和歌山県和歌山市伊太祈曽 558 にある伊太祁曽神社、古代の地域の論文である。伊太祁
曽神社の所在地は、北緯 34 度 12 分 54.19 秒、東経 135 度 15 分 9.71 秒、標高 19.5ｍである。
神社創建は伊太祁曽神社の具体的な年号の初見は「続日本紀」の文武天皇大宝 2（702）年であるが、和銅 6
（713）年、現社地に遷座されたと伝えられる。勧請神は。日前神・國懸神（通称：日前宮）の鎮座が垂仁天皇１６
年と伝えられ、その頃に秋月（現在の日前宮鎮座地）より山東（現在の伊太祈曽周辺）に遷座された。当神社が
現在地に鎮まる以前には、日前宮の地にお祀りされていた。当初は現在の社殿より南東に 500m ほど離れた「亥
の森」と呼ばれる地に祭られた。亥の森中には、現在、摂社である三生神社が鎮まっている。
主祭神は五十猛命（ｲﾀｹﾙ）＊大屋毘古神(ｵｵﾔﾋﾞｺ)で、後の大国主神である。祭神は、その妹神である大屋
都姫命（ｵｵﾔﾂﾋﾒ・左脇殿）、都麻津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒ・右脇殿）。祭神の人格は（配祀神）大屋都比賣命（ｵｵﾔﾂﾋﾒ・
樹木を司る女神・家屋や貴船の神）、都麻津比賣命（ﾂﾏﾂﾋﾒ・樹木の女神・木材の神）である。社格は紀伊国一
の宮、式内社（名神大社）、旧官幣中社、現在は神社本庁の別表神社である。配事は１月１５日/卯杖祭（粥占神
事・卯杖儀）、４月第１日曜日/木祭り（木霊感謝）、７月３０・３１日/茅輪祭 （通称わくぐり、夏越祓）、１０月１５日/
例祭等である。鳥居は第一鳥居、第二鳥居と祇園神社鳥居等である。

神徳は、「木の国」と呼ばれ、やがて「紀伊国」、家屋の神、浮宝（船）の神となり、「いのち神」「厄難除けの神」
という信仰もある。神社の由来について英語の翻訳を添付した。最後に、神社の年表と内容を纏めた。

２.伊太祁曽神社の資料
２-１.和歌山市の環境
和歌山市は。面積:208.84km2、総人口:360,000 人（推計人口、2017 年 10 月）、人口密度:1,724 人/km2、隣
接自治体:海南市、紀の川市、岩出市、大阪府:阪南市、泉南郡岬町、兵庫県:洲本市（紀淡海峡を挟んで）であ
る。市の木：クスノキ と市の花：ツツジである。和歌山市は、近畿地方の南西部、和歌山県の北部に位置する市
で、和歌山県の県庁所在地。江戸時代には御三家のひとつである紀州徳川家が治める紀州藩の城下町として
栄え、「若山」とも表記された。県の面積の約 4%ほどで、県人口の約 40%が住んでいる中核市に指定されている。
歴史として、5-7 世紀、岩橋千塚古墳群が築造。宝亀元年（770）年、唐僧・為光により護国院（紀三井寺）が開
創。天正 13（1585）年、 豊臣秀吉の命を受けた豊臣秀長による和歌山城築城開始。古代からの名勝地「和歌浦」
に対して、秀吉が「和歌山」と命名。慶長 5（1600）年、“関ヶ原の多の戦”で徳川氏に味方した五奉行の一人だっ
た浅野幸長が紀伊国和歌山 37 万 6,000 石を与えられ和歌山城に入城。元和 5（1619）年、徳川頼宣が紀伊和
歌山 55 万 5 千石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。昭和 20（1945）年、和歌山大空襲、旧国宝和歌山
城天守焼失。1958 年、和歌山城天守を再建。平成 9（997）（）、中核市に指定。神社：淡嶋神社、紀州東照宮、
和歌浦天満宮、玉津島神社、日前神宮・國懸神宮、竈山神社、伊太祁曽神社等がある。
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２-２.素戔嗚尊と大国主との関係
◎素戔嗚尊：素戔嗚大神はイザナギ
の鼻から生まれた男神の海原の神で
ある。素戔嗚大神は、伊許諾大神が
禊（みそぎ）を行った際、行った際、
畠をすすいだときに生まれ、天照皇
大神・月読大神の弟神にあたられる。
伊許諾大神から海の支配をまかせら
れたにもかかわらず、おかくれなった
母の伊弉册大神を慕われ、毎日泣い
ていた。激しい気性から乱暴なお振
る舞いを続けられるため、高天原の
神々によって、この地上に追放され
る。素戔嗚大神は、これまでの振る舞
いを深く悔やまれ、朝鮮半島の新羅
国あたりに降りられ，舟によって出雲

図 2-1.素戔嗚尊と大国主との関係

国にやって来た。この国で暴れまわっていた恐ろしい大蛇「八俣（やまた）の（おろち）」から人々を救うことを決
意、叡知を尽くし、苦闘を重ねた末、ついにこれを退治され、平和な国を造りあげられた。雄々しく、やさしい神と
なった素戔嗚大神は、その偉大な事績からさまざまな信仰を集めた。素戔嗚尊は、厄除けの神と火の神と言え
る。

２-３.「木の神」樹木の神・緑化の神
日本最古の歴史書である『日本書紀』には、五十猛命は父神
である須佐男命と共に高天原より最初に新羅国（韓国）の曽尸
茂梨（ｿｼﾓﾘ）に天下ったと記載されている。この時、須佐男命
は木種を持ってきた。その地には植えずに船を造って、それに
乗り、大八州国（ｵｵﾔｼﾏｸﾞﾆ・島山 宮崎県と鹿児島県の県境にあ
る火山群）に持ち来り、五十猛命（息子・後の大国主））に、大

八州国にその木種を撒き施すように命じた。五十猛命は、妹神
である大屋都姫命・都麻津姫命と共に、日本の国中に種を播

写真 2-1.五十猛命の父神である須佐男命

き、最後に現在の和歌山県にお鎮まった（木の国）。伊太祁曽
神社が木の神様を祀る神社として知られた。
五十猛神（ｲｿﾀｹﾙ）は、「ｲﾀｹﾙ」とも読まれる。大屋毘古神（ｵﾎﾔﾋﾞｺ）・射楯神（ｲﾀﾃﾉｶﾐ）・造船、航海安全、大
漁の神、商売繁盛、開運招福、悪疫退散、厄除け等の神徳、紀伊国（かつては「木の国」と言った）に祀られた、
『古事記』で大穴牟遅神（ｵｵｱﾅﾑｼﾞ、後の大国主）がその元に逃げ込んだ木の国の大屋毘古神と同一神とされ
る。イザナギ・イザナミの子である大屋毘古神（禍津日神と同一神とされる）とは別神であるが、同一神とされるこ
ともある。
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２-4.「いのち神」厄よけ・病難救済の御神徳
大国主神（前は五十猛命）が八上比売（ヤガミヒメ)をめぐって八十神（ﾔｿｶﾞﾐ）から命をねらわれた時に、母神
の刺国若比売（ｻｼｸﾆﾜｶﾋﾒ）が「このままでは八十神に殺される。木の国の大屋毘古神（五十猛命）のところへ逃
げなさい」と急がせる。大国主神は八十神に追われ矢を射かけられますが、大屋毘古神（五十猛命）の助言によ
り木の俣をくぐりうまく逃れて助かる。大国主神のいのちを救った神話から「いのち神」の信仰が生まれ、病気平
癒や厄除けの災難除け祈願者が参拝する。

２-5.明治から現在
明治１８（1885）年には国幣中社に列格し、大正７（1918）年には官幣中社に昇格している。昭和３７（1962）年、
昭和４６（1971）年、昭和５２（1977）年、平成９（1997）年、平成２４（2012）年の天皇陛下御来県の砌には畏くも幣
饌料を頂戴致した。昭和９（1934）年の台風により社殿が甚だしく損壊したが、畏くも御内帑金（ごないどきん）の
ご下賜により内務省直轄工事で復興に着手し、昭和１２（1961）年３月に竣工した。以後、屋根の葺替工事、常
磐殿の改修、ときわ山造園、神池改修等の境内整備を経て今日の神社がある。平成１４年（２００２年）は伊太祁
曽神社の初見記事である大宝２年（７０２年）より数えて１３００年にあたり、ご鎮座１３００年式年・奉幣祭を執り行
い、畏くも天皇陛下より幣帛料を頂戴した。平成２１（2009）年には 「御鎮座１３００年記念事業」 として、本殿桧
皮葺屋根の葺き替え工事を行った。

２-6.大漁・航海安全の「浮宝の神」
須佐男命は、「韓郷之嶋（大陸）には金銀の財宝があるが、吾見所御国（日本）には浮宝（船）がなければ運ぶ
事ができないので良くない」と言われ、「ひげ」を抜くと杉になり、眉毛は楠となった。そして「杉と樟は船の材に檜
は社殿を造る材に、柀（まき）は棺桶に利用した」と言われた。当時の交通手段では、陸上は徒歩、海上は船で
ある。大量輸送や食物の確保（漁業）にも船は大切にされ、「浮宝」と呼ばれた。多くの人が航海安全や大漁をお
祈った。今日でも、大阪湾から紀伊水道沿岸の漁師の方々の信仰は篤く、お参りが続いている。最近は、自動
車が普及すると、陸上交通の神としても崇められ、交通安全の祈願が多い。表 2-1 は、速玉之男命(唾の神）・泉
津事解之男命。速玉は黄泉国で伊邪那岐が出会った時に交わした拭の言葉から生まれた神である。
表 2-1 .海に関する拭の神

2-7.日本書紀の三生神社（伊太祈曽、亥の森、旧社地）
神社が初めて歴史に見られるのは、文武天皇の大宝 2(702)年とされる。古くは現在の日前神宮・国懸神官の
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素戔鳴尊の所行、無状し。故れ諸神科するに千座置戸を以って、遂に逐ひたまひき。是の時に素戔鳴尊、其
の子の五十猛神を帥いて、新羅国に降到して、曽尸
茂梨之處に居し。乃ち興言して曰はく、此の地は吾
不欲居とのたまひて、遂に埴土を以て舟を作り、乗り
て東に渡り、出雲国の簸川上に在る鳥上峯に到る。
素戔嗚尊は韓国には金銀があるが、自分の子孫が
治める国に浮宝（ｳｷﾀｶﾗ＝船）がないのは良くないと
仰られ、体毛を抜いて様々な木をつくる。木の特性
にあった使い方を定め、五十猛命、その妹である大

写真 2-2.亥の森の鳥居

写真 2-3.三生神社

屋都姫命、抓津姫命（都麻津姫命）が各地に播き紀伊国に鎮また。社地に祀られていたが１１代垂仁天皇（前
29-70）の１６年に日前官の遷座とされているので、その頃に｢亥の森｣に、遷座されたと伝わる（写真 2-2 と写真
2-3）。
素戔嗚尊は、伊奘諾尊・伊奘冉尊の子。天照大神の弟。多くの乱暴を行ったため、天照大神が怒って天の岩
屋にこもり、高天原から追放された。出雲に降り、八岐大蛇(ﾔﾏﾀﾉｵﾛﾁ)を退治し、奇稲田姫(ｸｼﾅﾀﾞﾋﾒ)を救い、
大蛇の尾から得た天叢雲剣(ｱﾏﾉﾑﾗｸﾓﾉﾂﾙｷﾞ)を天照大神に献じた。素戔嗚尊は、日本神話の代表的神格で，
出雲神話の祖神とされる。五十猛命は素盞嗚の子で〈木種を分布する〉と記されており，「木の神」とされ、，紀伊
国の祖神ともいわれる。
住所は和歌山県和歌山市伊太祈曽である。祭神は五十猛命、大屋都姫命と都麻津姫命である。例祭は旧暦
10 月初亥日である。社殿は、本殿（石祠）伊太祁曽神社境外摂社である。太古に秋月（現在の日前宮鎮座地）
より遷って来た際に、一旦鎮座された場所と伝えられる。伊太祁曽神社は今の日前宮にあった。亥の森に移っ
たと言われている。俗にいう紀伊の国譲りである。「キ」
と「イ」の国＝紀伊の国ではないのか？。伊太祁曽神社

紀 ＝紀氏

＝日前宮

伊 ＝五十猛命

＝亥の森

＝伊太祁曽神社

が移ってきた年を考えると、最初に移って来た場所が
「亥の森」で巳亥の年である。「亥の森」の入口は、鳥居の代わりの二本の木の棒に注連縄（しめなわ）が掛けら
れる。森の中には石の祠が鎮座している。

３.伊太祁曽（イタキソ）神社の由来と現在
3-1.伊太祁曽神社の由来と現在
1.主祭神と祭神：主祭神五十猛命（ｲﾀｹﾙ）＊大屋毘古神（ｵｵﾔﾋﾞｺ）で、祭神は、その妹神である大屋都姫命
（ｵｵﾔﾂﾋﾒ・左脇殿）、都麻津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒ・右脇殿）を祀りしている。

2.起源と創建: 伊太祁曽神社の具体的な年号の初見は「銃口本紀」の文武天皇大宝 2（702）年である。
伊太祁曾神社の創建は、和銅 6（713）年、現社地に遷座されたと伝える。

3.語源と社格と神紋：語源:『紀伊續風土記』には､｢五十猛(ｲﾀｹ)の神と有功(ｲｻｵ）の神」が縮まったとある。御
祭神の五十猛命は「ｲﾀｹﾙﾉﾐｺﾄ」と呼ぶ。「五十」は「イソ」または「イ」とも読む。伊勢の五十鈴川は「ｲｽｽﾞｶﾞﾜ」で
すので後者の例である。五十猛を 「ｲｿﾀｹ」 と読み、島根県には五十猛町（ｲｿﾀｹﾁｮｳ）という町がある。伊太祁
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曽神社では古来より五十猛命をｲﾀｹﾙﾉﾐｺﾄと呼ぶ。伊太祁曽神社は 「ｲﾀｷｿｼﾞﾝｼﾞｬ」 と読む。五十猛命は我が
国に樹木を植えたことから有功神(ｲｻｵｼﾉｶﾐ）の別名がある。この神様はイタテの神とも呼ばれる。イタケルノミコ
トのイサオシ、またはイタテの神のイサオシから 「イタケイサオ」、これがつまって 「イタキソ」 となったというい説
がある。神社の鎮座する土地は 伊太祈曽（ｲﾀﾞｷｿ）と濁音に、和歌山訛りではないかと考えられる。
延喜式神名帳：所載の神社（武内社）で、明神大（みょうじんだい）・月次（つきなみ）・新嘗（にいなめ）・相嘗
（あいなめ）に預かると記載され、平安期には朝廷の崇敬が篤い大社であったことがわかる。 社格：紀伊国（木の
国）の一之宮として朝野の崇敬を受け、明治 18（1885）年には国幣中社に列格し、大正 7（1918）年には官幣中
社に昇格。昭和３７（1962）年、昭和４６（1971）年、昭和５２（1977）年、平成９（1997）年、平成２４（2012）年の天皇
陛下御来県の砌には畏くも幣饌料を頂戴した。神紋は、伊太祁曾の「太」だそうだ。どうして、「伊」じゃないんだ
ろう。伊太と祁曾の複合語で、伊は接頭詞だとすると、「太」が根本となるのか。

4.移転前の聖地：紀伊国の祖神ともいわれる神である。はじめ、現在の日前国懸神宮の社地に祭られていた
が、伊太祁曽神社が現在の社地に静まり、以前には、日前神宮・国懸神宮（通称日前宮）の社地にお祀りされて
いた。日前官のご鎮座が１1 代垂仁天皇（前 27-70）16 年と伝えられていますので、その頃に山東（現在の伊大
析曽）に遷座せられた。しかしその場所は現在の社殿のある場所ではなく、南東に 500ｍほど離れた「亥の森」と
呼ばれる所でした。「亥の森」は旧社地として、小さな祠を祀っており毎年旧歴十月初亥日に「亥の森祭」が執り
行われた。現在の社地への鎮座は、和銅６（713）年ということになる。

5.伝承の聖地 www.genbu.net/data/kii/itakiso_title.htm
神紋は、伊太祁曾の「太」だそうだ。どうして、「伊」じゃないんだろう。伊太と祁曾の複合語で、伊は接頭詞だと
すると、「太」が根本となるのか。

6.建築物：大屋毘古神とよばれ、伊邪那岐・伊邪那美によって生まれた建物の神とされる、木の神である。往古
は、日前国懸神宮の鎮座する秋月に鎮座していたが、垂仁天皇 16 年、日前国懸神宮が名草浜より移動したた
め社地を献上し、山東の地・亥の杜に遷座した。
平成 14（2002）年、伊太祁曽神社は、畏くも天皇陛下より幣帛料を頂戴し、鎮座１３００年大祭を行い、その記
念として、本殿屋根葺き替えを始め割拝殿の改修など境内の整備を行いました。昭和 9（1934）年の台風により社
殿が甚だしく損壊しましたが、畏くも御内帑金(ごないどきん)ご下賜により内務省直轄工事で復興に着手し、昭和
12（1937）年３月に竣工しています。以後、屋根の葺替工事、常盤殿の改修、ときわ山造園、神地改修等の境内
整備を行ってきました。

3-2.伊太祁曽神社の和文由来
表 3-1.和歌山県和歌山市、伊太祁曽（イタキソ)神社の和文詳細
主祭神は五十猛命（ｲﾀｹﾙ）＊大屋毘古神（ｵｵﾔﾋﾞｺ）で、後の大国主神である。祭神
1

主祭神

は、その妹神である大屋都姫命（ｵｵﾔﾂﾋﾒ・左脇殿）、都麻津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒ・右脇殿）
を祀りしている。

2

神社創建

伊太祁曽神社の具体的な年号の初見は「即日本紀」の文武天皇大宝 2（702）年であ
6

7

る。伊太祁曾神社の創建は、和銅 6（713）年、現社地に遷座されたと伝えられる。
日前神宮・國懸神宮（通称：日前宮）の鎮座が垂仁天皇１６年と伝えられる。その頃に
秋月（現在の日前宮鎮座地）より山東（現在の伊太祈曽周辺）に遷座された。（当神社
3

勧請神

が現在地に鎮まる以前には、日前宮の地にお祀りされていた。）当初は現在の社殿よ
り南東に 500m ほど離れた「亥の森」と呼ばれた場所であった。亥の森中には、現在、
摂社である三生神社が鎮まっている。
新名帳には、要味長「名神大、月次、相嘗、新嘗」とあり朝廷の尊崇が篤い大社であっ

4

延喜式

5

祭 神

6

社格等

7

祭 事

8

宮 司

奥 重視

9

鎮座地

和歌山県和歌山市伊太祈曽 558

10

交通手段

11

位 置

12

電話・FAX

た。
（配祀神）大屋都比賣命（ｵｵﾔﾂﾋﾒ・樹木を司る女神・家屋や貴船の神）、都麻津比賣
命（ﾂﾏﾂﾋﾒ・樹木の女神・木材の神）である。
紀伊国一の宮、式内社（名神大社）、旧官幣中社、別表神社。
１月１５日/卯杖祭（粥占神事・卯杖儀）、４月第１日曜日/木祭り（木霊感謝）、７月３０・
３１日/茅輪祭 （通称わくぐり、夏越祓）、１０月１５日/例祭等

和歌山電鉄貴志川線 伊太祈曽駅 徒歩５分
度分秒 34°11′54.19″ 135°15′9.71″ 標高 19.5ｍ
073-478-0006
天正年間、豊臣秀吉の戦禍に巻き込まれた。後に、羽柴秀長によって社殿が再建さ
れた。平成 14（2002）年は伊太祁曽神社の初見記事である大宝２（702）年より数えて

13

本殿/拝殿

1300 年にあたり、天皇陛下より幣帛料を頂戴し、鎮座１３００年大祭を執行した。その記
念とし、本殿屋根葺き替えを始め割拝殿の改修などの整備を行った。本殿（木造檜皮
葺流造 28 ㎡）、左右脇殿（木造檜皮葺流造 7 ㎡）、拝殿（木造檜皮葺 78 ㎡）。

14

境内社

15

境外社

16

敷地

17

鳥 居

氣生（ｷｼｮｳ）神社、祇園（ｷﾞｵﾝ)神社、蛭子（ﾋﾙｺ）神社（明治合祀 22 社）、櫛磐間戸（ｸ
ｼｲﾜﾏﾄ）神社（門神社）、御井社（ﾐｲﾉﾔｼﾛ）
三生神社（伊太祈曽、亥の森、旧社地）と丹生神社（明王寺）
約 33,000 ㎡、飛地境内地（三生神社）1,000 ㎡、飛地境内地（丹生社）約 3,000 ㎡
第一鳥居、第二鳥居と祇園神社鳥居等。
「木の神」として慕われ、木の神様の住む国ということで「木の国」と呼ばれ、やがて「紀

18

神 徳

伊国」と成った。家や船は木材より作られたことから、家屋の神、浮宝（船）の神となっ
た。大国主神を災厄から救った神話（因幡素兎の次の段）が記されており、このことか
ら「いのち神」「厄難除けの神」という信仰もある。

3-3.伊太祁曽神社の英文由来
表 3-2.和歌山県和歌山市、伊太祁曽（イタキソ)神社の英文詳細
1

Worshipped
Gods

Worshipped Gods are Itakeru＊Ōyabiko、later Ōkuninushi. Festival God
worships its sister gods Ōyatuhime/left side, Tumatuhime/right side door.
7

8

2

Shrine
Foundation

Itakiso Shrine 's Shrine Foundation was transferred to the current company
in 713.
The establishment of Hinokuma jingu/Kunikakasu jingu (common name:
Nichizen-Gū) is reported as the 16th year of 11th Emperor Suinin.

3

Enshrined
Gods

Before the Festival God ceased to its present location, it was secluded in the
land of Nichizen-Gū. Initially it is called "Inomori" which is about 500 m
southeast of the current Shaden. During the Inomori, Sansei Shrine, which
is Sessha, has subsided.

4

Engishiki

Itakiso-Jinja is "Myoujin-taisya, Tukizi, Ainame, Niinae", and Taisha has a
great esteem of court.
（Haishi-God） Ōyatuhime-Mikoto is a goddess of controls trees, houses and

5

Festival God

the god of Kifune. Tumatuhime-Mikoto is the goddess of trees and the god
of wood.

6

Rankings

Kiinokuni Ichinomiya、Shikinai-sha (Meishin Taisha), Kyū-KanpeiChuusha, Beppyō jinja
Festival God is January 15 / Udue-No-Maturi, first Sunday in April / Ki-

7

Festival God

8

Chief Priest

Juushi OKU

9

Shrine Site

558, Idakiso, Wakayama-shi, Wakayama

10

Access

11

Latitude

12

TEL・FAX

Matur,July 30/31 / Wakuguri-Maturi, October 15 / Festival etc.

A 5-minute walk from Wakayama Railway Corporation Kishi River Line
Idakiso Station
34°11′54.19″, 135°15′9.71″。19.5m above sea level
073-478-0006
Itakiso-Jinja's Shrine Pavilions was involved in the war caused by Toyotomi
Hideyoshi during the Tensho year. Later, the shrine was rebuilt by Hashiba

13

Shrine
Pavilions

Hidenaga. In Heisei 14 (2002), Itakiso-Jinja's Shrine Pavilions, as a
memorial to the initial article, carried out improvements such as repairing
the roof Hukikae and Warihaiden.
Honden（Mokuzou-Hiwadabuki- Nagare-zukuri 28 ㎡）,Sayuu-Wakiden
（Mokuzou-Hiwadabuki-Nagare-zukuri 7 ㎡）,Haiden（Mokuzou-HiwadabukiNagare-zukuri78 ㎡）.

Kishou Shrine,Gion Shrine, Hiruko Shrine（Meizigoushi22 Shrine）,

14

Keidaisha

15

Kei-Ｇａｉsha

Misei Shrine（Itakisou,Inomori,Former site） and Nyuu-Shrine（Meiouzi）

16

Shrine site

The site is approximately 33,000 m²

17

Torii

18

Zintoku

Kushiiwamato-Shrine（Gate-Shrine）,Miino-Shrine

First Torii, Second Torii and Gion Shrine Torii, etc.
Zintoku is celebrated as "Kinokami", it is called "Kinokuni" because it is the
country where Kinokami lives, and eventually it became "Kii Province".
8

9

Furthermore, since the house and ship were made from wood, it became the
god of the house of God, treasure (ship).
Mythology (Inaba-no-Shirousagi) which saved Ōkuninushi-God from
disaster is written, and from this it is the faith that "God of life" and "God
of eliminating disaster".

４.伊太祁曽神社の社殿

図４-１.伊太祁曽神社の平面図
社伝によれば、元は秋月の日前神宮・國懸神宮の社地に祀られていた。文献上の所見は大宝２（702）年 2 月
22 日の条である。この時まで三神は一緒に祀られていたが、伊太祁曽・大屋都比売・都麻都比売の三社に分か
ち遷された。三社はいずれも名草郡内に鎮座し、延喜式では名神大社に列している（図４-１）。和銅６（713）年、
現社地に遷座した。

写真 4-1.神社の本殿

写真 4-2.本殿外部

写真 4-3.本殿の庭園

写真 4-4.本殿の鰹木

9

10

写真 4-5.割拝殿

写真 4-6.中央は幣殿

写真 4-7.神社の拝所

天正年間の豊臣秀吉は、戦禍に巻き込まれた。後に、羽柴秀長によって社殿は再建された。平成 14（2002）
年は、伊太祁曽神社の初見記事である大宝２（702）年より数えて 1300 年にあたり、天皇陛下より幣帛料を頂戴
し、鎮座１３００年大祭を執行した。その記念とし、本殿屋根葺き替えを始め割拝殿の改修などの整備を行った。
本殿（木造檜皮葺流造 28 ㎡）、左右脇殿（木造檜皮葺流造 7 ㎡）、拝殿（木造檜皮葺 78 ㎡）（写真 4-1～4-7）。
◎比売三神：比売大神(ﾋﾒｵｵｶﾐ)が宇佐神宮に祀られるたのは、天平 3(731)年と考えられている。宗像三女神は
天照大神から海北道中を守るよう命じられて天降り、九州から朝鮮半島へ航海する時の守り神「航海の神」とな
った。沖ノ島沖津宮の田心姫神（ﾀｺﾞﾘﾋﾒﾉｶﾐ）、大島中津宮の湍津姫命（ﾀｷﾞﾂﾋﾒﾉｶﾐ）、宗像市辺津（ﾍﾂ）宮の市
杵嶋姫命（ｲﾁｷｼﾏﾋﾒﾉｶﾐ）である。沖ノ島では、大和朝廷の祭祀がおこなわれ、日本と朝鮮半島との境界の神と
して意識されていた。そして、新羅との対立が険しくなった天平３年(731）、隼人征伐の時に八幡神を祀ったのと
同様、宗像三女神は宇佐神宮に祀られることで対新羅戦の為の軍神になった。八幡比売神は政治的に創設さ
れた境界の神であり、対新羅関係が緊張した時、北部九州の比売神諸神を宗像三女神を中心に糾合して創出
された軍神。新羅との対立とは養老６(722)年、新羅の 33 代・聖徳（セイトク）王が王都「慶州」の東に「日本賊路
を遮る」ために毛伐郡城を築き、戦争準備に入った。日本は、神亀４(727)年に渤海との関係を強化して新羅を
牽制するとともに、天平３(731)年には、日本兵船 300 が新羅の東部河岸より辺境を襲うが、撃退され、畿内に惣
管、山陽道・山陰道・南海道に鎮撫使をお
いて、戦時体制を強化した。そうした状況
で、朝鮮半島への航路を司る宗像三女神
が宇佐神宮に祀られた（図 4-1）。

４-1.伊太祁曽神社の本殿
4-1-1.主祭神である本殿の五十猛命

図 4-1.伊太祁曽三神系図

写真 4-1.五十猛命の表示
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五十猛は、島根県大田市の地名である。五十猛神（ｲｿﾀｹﾙ）は、日本神話に登場し、「ｲﾀｹﾙ」とも読み、『日本
書紀』と『先代旧事本紀』に登場する（写真 4-1）。『古事記』に登場する大屋毘古神（オホヤビコ）と同一神とされ
る。射楯神（ｲﾀﾃﾉｶﾐ）とも呼ばれる。須佐之男命（ｽｻﾉｵ）の子で、大屋津姫（ｵｵﾔﾂﾋﾒ）・都麻津姫（ﾂﾏﾂﾋﾒ）は妹
である。五十猛神は林業の神として信仰されている。
紀伊は古来より林業の盛んな地であったので、それらの人々が信仰していた神と考えられる。また、土の船を
作り海を渡ったことから、造船、航海安全、大漁の神として信仰され、商売繁盛、開運招福、悪疫退散、厄除け
等の神徳もある。
4-1-2.祭神である本殿の大屋都姫命（ｵｵﾔﾂﾋﾒ）
素戔嗚尊の娘神であると記載されている。大屋
都姫命（ｵｵﾔﾂﾋﾒﾉﾐｺﾄ）、左脇殿、伊太祁曽神社祭
神。社名に見えるように、当社はオオヤツヒメ（大屋
都姫命）を祀る神社であるとされる。オオヤツヒメ
は、素戔嗚尊の娘神であると記載されている。ま
た、オオヤツヒメの兄神には五十猛命（ｲｿﾀｹﾙ/ｲﾀ

写真 4-2.大屋都姫命 （ｵｵﾔﾂﾋﾒﾉﾐｺﾄ）・左脇殿

ｹﾙ）、妹神に抓津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒ）があると記しており、現在両神はそれぞれ伊太祁曽神社（和歌山市伊太祈
曽）、都麻都比売神社（論社３社）に祀られている（写真 4-2）。
オオヤツヒメ・姉神のオオヤツヒメは大屋都比賣神、大屋都姫命ともいい、オヤツヒメの神名の「ヤ」とは、家屋
の事であり、彼女が樹木を司る神であると同時に、樹木から作られる建造物、家屋や船などの神である事を示し
ている。木種を全国に撒く事は、子供を産む力を持った女性として、彼女たちは生殖を司る神でもある事を意味
する。現在は、五十猛命と共に木の文化を司るとされ、林業や建築業の女神として信仰を集めている。

4-1-3.祭神である本殿の都麻津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒﾉﾐｺﾄ）
ツマツヒメについて、『日本書紀』の一書で
は、素戔嗚尊の娘神であると記載されている。
また、ツマツヒメの兄神には五十猛命（イソタケ
ル/イタケル）、妹神に都麻津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒ・右
脇殿）を祀りしている（写真 4-３）。これら３神は
紀伊国に木種をもたらした神であるといい、紀
伊では「伊太祁曽三神」と総称されている。史料

写真 4-３.都麻津姫命（ﾂﾏﾂﾋﾒﾉﾐｺﾄ）・右脇殿

の初見は『続日本紀』大宝 2（702）年の記事で、
伊太祁曽・大屋都比売・都麻都比売３社を分遷したという記事である。
ツマツヒメは、日本神話に登場する樹木の女神。『日本書紀』の一書では父神・素盞嗚尊、兄神・五十猛命と
記されている。ツマツヒメは抓津姫神、抓津姫命、都麻都比賣命、爪津姫神、枛津姫神、枛津姫命などと表記す
る。素盞嗚尊の命により全国の山々に木種を撒き、紀伊国（現在の和歌山県）に戻って住んだとされる。ツマツヒ
メの「ツマ」は建物を築くために製材した材木を意味する。木種を全国に撒く事は、子供を産む力を持った女性と
して、彼女たちは生殖を司る神でもある事を意味する。現在においては、兄神五十猛命と共に木の文化を司ると
され、林業や建築業の女神として信仰を集めている。
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４-2.伊太祁曽神社の摂社末社
4-2-1.氣生神社：氣生神社は五十猛命の荒御霊（ｱﾗﾐﾀﾏ）をお祀りする摂社。神様のおだやかな御姿を「和御
魂」と申し上げるのに対して、時に臨
んで格別に顕著な御神威を発揚され
る御魂のお働きを「荒御魂」と呼ぶ。
御本殿にお祀りされている五十猛命
が和御魂である。（写真 4-4）。
4-2-2.祇園神社：五十猛命の父神で
ある牛頭天王・スサノオを祭神とする

写真 4-4.五十猛命の荒御霊をお祀りした氣生神社

祇園信仰の神社。称は、神仏分離以
前に現在主祭神とされているスサノオが祇園精舎
の守護神である牛頭天王と同一視され祀られてい
る。御祭神：須佐男神で、境内南方の山の中にあ
り、五十猛命の父神である須佐男神を御祭神とし
て、お祀りしている。同様の信仰を持ち、「牛頭天

写真 4-5.祇園神社

写真 4-6.祇園神社の鳥居

王社」と称する神社（写真 4-5）。

4-2-3.蛭子神社
蛭子神社：「日本書紀」では三貴子（ﾐﾊｼﾗﾉｳｽﾞﾉﾐｺ）
の前に生まれ、必ずしも最初に生まれた神ではない。
書紀では、ｲｻﾞﾅﾐがｲｻﾞﾅｷﾞに声をかけ、最初に淡路
洲（淡路島）、次に蛭児を生んだが、蛭児が三歳に
なっても脚が立たなかったため、天磐櫲樟船（ｱﾒﾉｲ
ﾜｸｽﾌﾈ、堅固な楠で作った船）に乗せて流した、とす
写真 4-7.蛭子神社の社殿と内部

る。蛭子神社（ひるこ）：蛭子大神（氏子地区内の２２
社の神）（写真 4-7）。

4-2-4. 櫛磐間戸神社（門神社）：
一の鳥居横にあり、櫛磐間戸神（ｸｼｲﾜﾏ
ﾄﾞﾉｶﾐ）と豊磐間戸神（ﾄﾖｲﾜﾏﾄﾞﾉｶﾐ）をお
祀りしている。門神社ともいう（写真 4-8）。

４-2-5.御神木と木の俣くぐり
御神木は、樹齢 800 年～1000 年とい

写真 4-8.櫛磐間戸神社（門神）社
われる杉の木で、長く御神木とされていた。昭和 37(1962)
年落雷で燃え、枯死してしまったために伐採されたが、現在
も 3m ほどの高さが残っている。写真 4-9 は御神木の大木

である。写真 4-10 は、厄難除け木の俣くぐりで、割拝殿に安
置された御神木の杉の幹。昭和 37(1962)年に落雷で燃えた

写真 4-9.御神木

写真 4-10.厄難除け木

際、外側が焼け残ってトンネル状(木の洞窟)になった。『古
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事記』に見える大屋毘古命（五十猛命の別名とされる）が大国主命に木の俣をくぐらせ、その生命を救った
という故事に因み、この木の俣をくぐると災難から免れるという。

4-2-6.御井社
御井社は、水の神
さま。社の前の井戸
からは「いのちの水」
と呼ばれる水を飲む
と活力が得られ、病
気から霊力を取り戻

写真 4-11.御井社の由諸、正面と全面

す。写真 4-11）。

４-３.磐座（いわくら）：
五十猛命(大国命)が父
神と共に降り立ったと伝
えられる鳥上峯の石で
ある（写真 4-12）。
写真 4-12.磐座（いわくら）

写真 4-13.お猿石：

４-４.お猿石：
猿の頭に「にた石」、首の上の病に霊験が著しいと言われる。猿石は、奇石で、ユニークな人面石像である
が、猿ではなく渡来人を象ったものであると言われている（写真 4-13）。

４-5.ときわ山（古墳）
ときわ山（古墳）は、横穴式石室古
墳である。古墳年代は、奈良時代初
期（８世紀）頃である。神社の鎮座年
代ともほぼ合う。内部は緑泥片岩の
割石で築かれた保存状態で、小岩
石で見事に築き上げ、石梁で幾重
にも補強が正面に石棺を安置した棚

写真 4-14.ときわ山（古墳）

写真 4-15.ときわ山（古墳）の石室

石がある（写真 4-14）。古墳の規模は直径 16m の円墳である。ときわ山（古墳）は鎌倉時代には盗掘されてた。
よく似た古墳が大阪府泉南郡岬
町の白峠山（しらとやま）古墳に
もある（写真 4-15）。造営年代６
世紀中頃から７世紀前葉とされ
る。伊太祁曽神社古墳はそれよ
り１世紀遅いようだが、検討の余
地がある。伊太祁曽神社境内に
三基の古墳群が残っており、１

写真 4-16.池の上にある伊太祁曽神社の太鼓橋
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号墳は「天岩戸」とも呼ばれている。
４-6.太鼓橋
太鼓橋は神池に架かっている。池には鯉が泳ぎ、社務所の横には鯉のエサの自動販売機がある（写真 4-16）。

５.伊太祁曽神社の鳥居

５-1.神社の一ノ鳥居

５-２.神社の二ノ鳥居

５-３.祇園神社の鳥居

６.おわりに
6-1.伊太祁曽神社の境外社・丹生（ニウ）神社（明王寺）
住所：645-0414 田辺市龍神村東 224 番地
主祭神：丹生都比売神
祭日：11 月第 1 日曜日
規模：本殿（木造 9 ㎡） 神輿庫（木造銅板葺 36 ㎡）
鳥居（コンクリート造神明鳥居）6,840 ㎡ （写真 6-1）
6-2.航海安全・大漁祈願・交通安全

写真 6-1.丹生神社

素盞鳴尊は「韓郷之嶋（からくにのしま＝中国大陸）には金銀の財宝がある
が、吾児所御国（あがみこのしらすくに＝日本）に浮宝（うきたから＝船）がなければ運ぶことができないので良く
ないと言われ、鬚髯（ひげ）を抜くと杉になり、胸毛を抜くと檜となり、尻毛は柀（まきのき）となり、眉毛は樟（くす）
となった。 そして「杉と樟」は浮宝の材に、檜は社殿を造る材に、柀は蒼生の奥津棄戸（あおひぐさのおきつす
たべ＝棺桶）に利用しなさい」と言われた。素盞鳴尊の御子神の五十猛命とその妹神の大屋都比売命・都麻津
比売命の三柱の神様は、全国に木の種を播きほどこして紀伊国にお鎮まりになった。と日本書紀巻第一（神代
上）に書かれている。当時の交通手段は、陸上は徒歩、海上は船によるものであった。大量輸送や食物の確保
（漁業）のために船は大切にされ、その大切な船は木（杉や樟）で造られ「浮宝」と呼ばれました。 海に拘わる人
たちは船の守り神として木の神様を崇め、航海の安全も祈るようになった。 今も大阪湾から紀伊水道の沿岸の
漁師の人々の信仰が篤いのはそのためである。 海上交通の手段である船の航海安全のご神徳の高い五十猛
命は、自動車が普及すると陸上交通の神としても崇められ、今日では、多くの方が車の交通安全を祈願されて
いる。
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6-3.伊太祁曽神社の干支の木彫り
境内の階段を上がると拝殿があり、垣内に本殿。左右に脇宮があるが、垣のため良く見えなかった。式内社・
伊太祁曾神社に比定されている古社であり、紀伊國一宮、旧官幣中社である。伊太祈曽の語源として、『紀伊續
風土記』には、「五十猛（ｲﾀｹ）の神と有功（ｲｻｵ）の神」が縮まったとある。主祭神・五十猛命は、素戔嗚尊の子で
ある。素戔嗚尊は高天原を追放され、五十猛命をつれて、新羅の曽尸茂梨（ｿｼﾓﾘ）曾戸茂梨へ渡り、後、出雲
へ来た。その時、五十猛命は木種を新羅に植えず、日本に植えたので、我が国は木々の生茂る国となった。ま
た、素戔嗚尊が全身の毛を抜いて木々とし、妹達（大屋都比賣命・都麻津比賣命）と植えたともある。古事記で
は、大屋毘古神とよばれ、伊邪那岐・伊邪那美によって生まれた建物の神とされる木の神なのだ。

写真 6-2. 伊太祁曽神社にある干支の木彫り

① 子・ね

⑦ 午・うま

② 丑・うし

⑧ 未・ひつじ

③ 寅・とら

⑨ 申・さる

④ 卯・う

⑩ 酉・とり

⑤ 辰・たつ

⑥ 巳・み

⑪ 戌・いぬ

⑫ 亥・い
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別表：太祁曽神社の年表

和 暦

西暦

年

表

大宝 02

702

伊太祁曽神社の具体的な年号の初見は「続日本紀」の文武天皇時代である。

和銅 06

713

伊太祁曾神社の創建は、現社地に遷座されたと伝えられている。

養老 0６

722

新羅と対立。新羅が王都「慶州の東に「日本賊路を遮る」ために毛伐郡城を築き、戦争準備。

神亀 0４

727

日本は、 渤海との関係を強化して新羅を牽制した。

天平 03

731

比売大神(ﾋﾒｵｵｶﾐ)が宇佐神宮に祀られるた年と考えられる。畿内に惣管、山陽道・山陰道・南
海道に鎮撫使をおいて、新羅に対する戦時体制を強化した。

宝亀元

770

岩橋千塚古墳群が築造。

天正 13

1585

豊臣秀吉の命を受けた豊臣秀長による和歌山城築城開始。

慶長 05

1600

“関ヶ原の戦い”で徳川氏に味方した浅野幸長が紀伊国和歌山 37 万 6,000 石で和歌山城に入
城。

元和 05

1619

徳川頼宣が紀伊和歌山 55 万 5 千石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。

明治１８

1885

国幣中社に列格。

大正 0７

1918

官幣中社に昇格。

昭和 0９

1934

台風により社殿が甚だしく損壊しましたが、畏くも御内帑金(ごないどきん)のご下賜により内務省
直轄工事で復興に着手した。、

昭和 12

1937

３月に竣工した後、屋根の葺替工事、常磐殿の改修、ときわ山造園、神池改修等の境内整備。

昭和 20

1945

和歌山大空襲、旧国宝和歌山城天守焼失。

昭和 33

1958

和歌山城天守再建。

昭和５２

1977

平成９（1997）年、平成２４（2012）年の天皇陛下御来県の砌には畏くも幣饌料を頂戴。

平成 09

1997

中核市に指定。神社：淡嶋神社、紀州東照宮、和歌浦天満宮、玉津島神社、日前神宮・國懸神
宮、竈山神社、伊太祁曽神社等がある。

平成１４

2002

伊太祁曽神社の初見記事である大宝２（７０２）年）より数えて１３００年にあたり、ご鎮座１３００年
式年・奉幣祭を執り行う。天皇陛下より幣帛料を頂戴し、本殿屋根葺き替えを始め割拝殿の改修
など境内の整備を行った。

平成２１

2009

平成２４

2012

「御鎮座１３００年記念事業」 として、本殿桧皮葺屋根の葺き替え工事を行った。
天皇陛下御来県の砌には、幣饌料を頂戴致しました。天皇陛下より幣帛料を頂戴した。昭和
３７（1962）年、昭和４６（1971）年、昭和５２（1977）年、平成９（1997）年もある。
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