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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 Keta-Taisya "which is Jikemachi, Hakui-shi, Ishikawa an area of 
ancient Noto-Ichinomiya. Worshipped God is Ōnamuji-no-Mikoto and Nunakawahime-no- 
Mikoto．Shrine foundation is 718year/ 757-764years. Enshrined God is Gyouki (668-749) 
recommended from keta-taisya of Noto-Ichinomiya as Ecchu-Ichinomiya. Festival gods is 
kukurihime-no-Mikoto, kotoshironushi-no-Mikoto, Honden is a building of national designated 
important cultural property. Haiden is a building of the important cultural property designation. 
All the pillars become the column. The design seems to be a characteristic of the Muromachi era 
in the main shrine of majestic style. 

Festival God is kukurihime-no-Mikoto, kotoshironushi-no-Mikoto, Ōkuninushi-no-Mikoto, 
kotosiro, kukuri-no- Mikoto and Amenoikutama-no-Mikoto. Honden is a building of national 
designated important cultural property. Haiden is a building of the important cultural property 
designation. All the pillars become the column. Design seems to be a characteristic of the 
Muromachi era in the main shrine of majestic style. Keidai-Setsusha is hakusan-Shrine, 
Wakamiya-Shrine, Okumiya-sha, Yanagida-Shrine, Hutotama-Shrine, Sugawara-Shrine, 
Okitushima-Shrine. Keidai-Massha is Inyaku-Shrine and Ootabi-Shrine. Keidai-Gaisha is 
Ooanamotikataishi-Shrine. 
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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、古代の地域の石川県羽咋市にある気多大社である。羽咋市は、地方では中部地

方と北陸地方であり、面積/81.85km2。総人口/21,515 人。隣接自治体は羽咋郡志賀町、宝達志水町、鹿島

郡中能登町、富山県氷見市である。羽咋市の地理は、能登半島の西の付根に位置し、七尾市に向かって

延びる邑知潟地溝帯の市域である。羽咋市の環境は、東は富山県氷見市と接し、西は日本海に面し、千里

浜と呼ばれる砂浜が南北に連なり、北は羽咋郡志賀町、鹿島郡中能登町と接し、南は羽咋郡宝達志水町と

接している。地域は緯 36 度 48 分 0.8 秒  東経 137 度 2 分 39.5 秒で、標高は 28m である。 

主祭神は大己貴命、奴奈加波比売命である。神社創建は養老 2（718）年天平年間（757～764 年）等で他

にも多くあることは確認できた。祭神は菊理姫命・事代主命。大己貴命（大国主命）、事代主命（若宮社）、菊

理姫命（白山社）、天活玉命である。社格等は式内社（名神大または小）, 越中国一宮, 旧県社。能登國一

宮, 旧國幣大社である。 

本稿は、古代国家の命運を決定づけた舞台としての気多大社の境内を多角的にとらえた実証研究の報

告である。既存の摂社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、摂社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した。 

筆者らは、摂社の位置と歴的な由来を規模と祭神を整理した。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。最後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

2.気多大社の関連資料 

羽咋市の歴史として、古代の能登国羽咋郡の地であり、海浜の寺家集

落に延喜式名神大社・能登国一ノ宮気多大社が鎮座する。寺家遺跡は

7～14 世紀にかけての祭祀遺跡として名高い。また周辺には全長 50ｍの

山伏山古墳（前方後円墳）など古墳も多く、古代豪族・羽咋君に関わると

される。なお羽咋地名の由来は第 11 代垂仁天皇(71－130 年)の皇子磐

衝別命がこの辺の領民を苦しめていた怪鳥を退治し、このとき皇子の連

れてきた 3 匹の犬が怪鳥の羽を食い破ったという伝説がもととなっている

とされる。それが「羽喰」の地名が起こりであり、現在の「羽咋」になったのではないかと伝えられる。気多大社

の境内の建築物は、文化財が多いためその一部を列挙する（図 2-1）。 

 

図 2-1.気多大社の平面図.  
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神階は、延暦３（784）年、従三位から正三位 （『続日本紀』）-表記は「気太神」。嘉承３（850）年、従二位 

（『日本文徳天皇実録』）-表記は「気多大神」。仁寿３（853）年、正二位勲一等 （『日本文徳天皇実録』）-表

記は「気多大神」。天安３（859）年、従一位勲一等 （『日本三代実録』）-表記は「気多神」である。神門は、国

の重要文化財。安土桃山時代（社伝によれば天正 12（1584）年の造営。切妻造、四脚門で、檜皮葺。これら

３棟はいずれも国の重要文化財に指定されている（写真 2-2.）。神庫は江戸時代の天明７（1787）年の造営。

方一間の校倉造檜皮葺。もとは「宝蔵」と呼ばれた。随身門は、境内南東の旧参道口に位置する（位置）。江

戸時代の天明７年（1787）年の造営。三間一戸の八脚門、切妻造。いずれも石川県の有形文化財に指定さ

れている。 

建造物の文化財は、重要文化財/建造物（神門、拝殿、若宮神社本殿、本殿、白山神社本殿）、書跡（後

奈良天皇女房奉書）。重要無形民俗文化財/気多の鵜祭の習俗。国指定天然記念物/気多神社社叢（入ら

ずの森）。石川県指定有形文化財/建造物（神庫／江戸中期あぜくら造り）、随身門（江戸中期三間一戸の

簡素な八脚門）と石川県指定有形文化財の古文書（気多神社文書）である。 

 その他、この国家は、新羅（356-935）や渤海（698-926）との国際交流もあった。近年、南方 800ｍの地に発

見された寺家遺跡は、縄文前期～中世に、祭祀関係の出土品や遺構類は気多大社との有力な資料となっ

ている。また『気多社島廻縁起』では、気多大菩薩は第８代孝元天皇の時に従者を率いて渡来した異国の王

子とし、能登半島一体を巡行して鬼神を追放したと記される。天平 20（748）年、気多大社が中央の文献に初

めて見えるのは 『万葉集』である。 

３.気多大社の由来と現在 

3-1.気多大社の和文由来と現在 

1.起源と創建：奥宮の鎮座は、加賀藩の社叢（国指定天然記念物）・「入らずの森」と呼ばれる聖域である。

社叢「入らずの森」は、大社に広がる常緑広葉樹林で、古くから神域として保護されている。創建は、第８代

孝元天皇の御代、祭神（大己貴命）が出雲から 300 余神を率いて来降した。大己貴命は、化鳥・大蛇を退治

して海路を開いた伝説。養老２（718）年、気多神社は、僧行基が創建したと伝説もある。 

2.勧請と祭神：祭神は第１０代崇神天皇（前 97－前 30）御代の勧請とし、神代からの鎮座とする説もある。主祭

神は大己貴命 （ｵｵﾅﾑﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、奴奈加波比売命 （ﾇﾅｶﾜﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。祭神は大己貴命（ｵｵﾅﾑﾁ-ﾉ-ﾐｺ

ﾄ・大国主命）、事代主命（ｺﾄｼﾛﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ・若宮社）、菊理姫命（ｸｸﾘﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ・白山社）、天活玉命（ｱﾒﾉｲｸﾀﾏ-ﾉ-

ﾐｺﾄ）である。 

3.社殿：社殿は、前田利家と歴代の藩主が崇敬し、社領３５０石を寄進して造営をした。天文年間（1532～

1554 年）、本殿は上杉謙信の兵火にかかり焼失した。永禄年間（1558～1569 年）、本殿を再建したのが現在

の本殿である。本殿の構造は、流造りで正面一間の向拝である。本殿は正面三面および両側面は吹き通し

で、本殿は国指定重要文化財の建物である。拝殿は重要文化財指定の建物である。屋根は柿板葺きで軒

は二重繁垂木である。柱は全て円柱となっている。意匠は、雄大な風格の本殿で室町時代の特徴に見え

る。 

4.摂社：摂社は重要文化財指定の建物が点在している。摂社の若宮神社（国指定重要文化財）は畠山氏の

再建の造営である。摂社の白山神社（国指定重要文化財）である。中世末期には、９８０俵と５６貫余の社領

を有していた。 
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5.その他:第二次世界大戦後は神社本庁の被包括宗教法人となり、別表神社に指定されていた。平成１６

（2005）年、神社本庁との包括関係を解消し、単立神社となった。現在も北陸道の屈指の大社として知られる。

昭和５８（1983）年には昭和天皇の行幸があった。近年、南方で発見された寺家遺跡は、縄文前期から中世

にわたる大規模な集落遺跡である。祭祀関係の出土品や遺構類は気多大社との関係があり、有力な資料と

なっている。 

表 3-1.石川県羽咋市、気多大社（けた）の日文詳細資料 

1 主祭神 大己貴命 （ｵｵﾅﾑﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、奴奈加波比売命 （ﾇﾅｶﾜﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。 

2 神社創建 養老 2（718）年/天平年間（757～764 年） 

3 勧請神 僧行基が「越中一の宮」として「能登一の宮」の気多大社から勧請した。 

4 祭 神 
菊理姫命 （ｸｸﾘﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・事代主命 （ｺﾄｼﾛﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）。大己貴命（大国主命）、事代主命（若

宮社）、菊理姫命（白山社）、天活玉命（ｱﾒﾉｲｸﾀﾏ-ﾉ-ﾐｺﾄ ） 

5 社格等 式内社（名神大または小）, 「越中国一宮」, 「旧県社」。「能登國一宮」 「旧國幣大社」 

6 例 祭 
1 月 1 日 元旦祭、1 月 16 日 左義長、4 月 18 日春季例大祭、6 月 30 日夏越の大祓式、 

9 月 25 日秋季例大祭、11 月 23 日新嘗祭、12 月 31 日年越大祓式 

7 宮 司 三井 孝秀(写真家) 

8 鎮座地 〒925-0003 石川県羽咋市寺家町ク１－１  

9 交通手段 
バス 羽咋駅（JR 西日本七尾線）から、北鉄能登バス（高浜、富来方面行き）で「一の宮」バス停下

車 （下車後徒歩約 5 分）。車 のと里山海道 柳田 IC から、志賀町方面へ車で約 5 分 

10 位 置 北緯 36 度 48 分 0.8 秒  東経 137 度 2 分 39.5 秒。標高/28ｍ 

11 電 話 電話/0767-22-0602、ＦＡＸ/0767-22-5515、メール/info@keta.jp 

12 本 殿 

本殿は、江戸時代の天明７（1787）年の造営。三間社（桁行 3間、梁行 4間）の類例の少ない両流

造で、檜皮葺である。三間社流造の本殿は、木割りが大きく、虹梁・拳鼻・手挟の手法が室町時

代の特質を残しているとして、昭和６年（1931）年）に国の重要文化財に指定。 

13 拝 殿 
国の重要文化財。江戸時代の承応 2（1653）年または承応 3（1654）年に大工・山上善右衛門によ

る造営とされる。入母屋造妻入で、檜皮葺。 

14 境内摂社 ➀白山神社、②若宮神社、③奥宮社、 ④揚田神社、⑤太玉神社、⑥菅原神社、⑦奥津島神社 

15 末 社 印鑰神社「倉稻魂命」、大多毘神社「加具土命」 

16 境外社 大穴持像石神社 

17 鳥 居 
白山神社、若宮神社、揚田神社（いらずの森Ｉ、太玉神社、菅原神社、一の鳥居、正面鳥居の 7

基である。 

 

3-2.気多大社の英文由来と現在 

1.ORIGIN and FOUNDATION：Okumiya's sunrise is a sanctuary called Kaga clan's Shrine forest (National 
Designated Natural Monument)· "Irazu-no-mori". Shrine forest "Irazu-no-mori" is an evergreen 

broad-leaved forest spreading in Taisya, which has been protected as a god area for a long time. The 

Shrine Foundation is when the 8th Emperor Kōgen, Festival God (Ōnamuji-no-Mikoto) came after Izumo 

led by God of more than 300 years.Ōnamuji-no-Mikoto has a legend that opened the sea route by getting 
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rid of the birds and serpents. In 718, there is a legend that Keta taisha was founded by Gyouki. 

2.WORSHIPPED and FESTIVAL GOD：Worshipped God is Ōnamuji-no-Mikoto and Nunakawahime 
-no-Mikoto. Festival God is kukurihime-no-Mikoto, kotoshironushi-no-Mikoto, Ōnamuti-no-Mikoto 

(Ōkuninushi-no-Mikoto), kotosiro(wakamiya-sha), kukuri-no-Mikoto(shirayama-sha) and Amenoikutama 

-no-Mikoto. 

3.HONDEN：Shaden was revered by Maeda Toshiya and the lords of his succession, donated 350 
stones of the company and built it. In 1532-1554, honden was destroyed and destroyed by uesugi 
kenshin's warhead. It is the present building that reconstructed honden from 1558 to 1569. The 
structure of Holden is the main hall to pray of the front in nagare-zukuri. Honden needs three 
front and both sides by blowing through. Honden is a building of national designated important 
cultural property. Haiden is a building of the important cultural property designation. All the 
pillars become the column. The design seems to be a characteristic of the muromachi era in the 
main shrine of majestic style. 

4.SETSUSHA：Setsusha is dotted with buildings of the important cultural property designation. 
setsusha's wakamiya-shrine (National Designated Important Cultural Property) is the construction 
of Mr. Hatakeyama's reconstruction. It is hakusan-shrine of setsusha (National Designated 
Important Cultural Property). 

5.OTHER: After the Second world war it became an inclusive religious corporation of Shinto shrine 
headquarters, and it was designated as Appendix Shinto shrine. In 2005, Keta-Taisya resolved the 

comprehensive relationship with the shrine headquarters and became a monotonous shrine. Keta-Taisya 

is known as outstanding Taisya of the Hokuriku district now. In 1983, there was a royal visit of the 

Emperor Showa in Keta-Taisya. In recent years, discovered in the south, jike-iseki is a large-scale village 

ruined from the early Jomon period to the Middle Ages. Religious relating excavated goods and remains 

are related to Keta-Taisya, which is a powerful source. 

 

表 3-2.石川県羽咋市、気多（Keta）大社の英文詳細資料 

1 Worshipped God Ōnamuji–no-Mikoto、Nunakawahime–no-Mikoto 

2 
Shrine 

Foundation 

Yoro 2 (718) year / Tenpyo annual (757-764 years) 

3 Enshrined God 
Gorki (668-749) recommended from Keta-Taisya of Noto-Ichinomiya as 

Ecchu-Ichinomiya. 

4 Festival God 

➀kukurihime-no-Mikoto,②kotoshironushi-no-Mikoto, 
③oonamuti-no-Mikoto（Ōkuninushi-no-Mikoto）,④kotosiro（wakamiya-sha）, 

⑤kukuri-no-Mikoto（shirayama-sha）,⑥Amenoikutama-no-Mikoto. 

5 Shrine Ranking 
Shikinaisha, Ecchu-Ichinomiya, Old-kensha、Noto-Ichinomiya,  

Old-kanpei-taisha 
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6 Annual Festival 

January 1 New Year's Day Ｆestival, January 16th Left Side Leader,  

April 18 Spring Season Great Festival, June 30th Summer's Day Great Exhaust 

Formula, September 25 Autumn Great Festival,  

November 23 Shinmon Festival, December 31 Year Daiho Expression 

7 Chief Priest Takahide Mitsui (photographer) 

8 Shrine Site 〒925-0003 Jikemachi, Hakui-shi, Ishikawa 

9 Access 
Get off at "Ichinomiya" by bus / Hakui station (JR West Nanao Line),  

Kita Ilbo Noto bus / (Takahama, Tomiyu direction) 

10 Latitude 36°48'N 0.8 seconds 137°2'E 39.5 seconds. Altitude /28m 

11 Tel/ FAX Tel ephone /0767-22-0602, FAX/0767-22-5515, email /info@keta.jp 

12 Honden 

Honden built it in Tenmei era 7(1787) year of the Edo era. Honden of 

Sangensha- Nagare-Tsukuri has big tree splitting, the technique of Rainbow, 

Fist Nose, Tabasami is the characteristic of the Muromachi period. Honden was 

designated as an important cultural asset of the country on January 19, 1937 

(1931). 

13 Haiden 
Haiden is an important cultural property of the countries. Haiden was built for 

1653-1654 years of the Edo era by Yamagami who was a carpenter. 

14 Setsusha 
Hakusan-Shrine, Wakamiya-Shrine, kumiya-sha, Yanagida-Shrine, 

Hutotama-Shrine, Sugawara-Shrine, Okitushima-Shrine 

15 Massha Inyaku-Shrine and Ootabi-Shrine 

16 Gaisha Ooanamotikataishi-Shrine 

17 Torii 
hakusan-Shrine, Wakamiya-Shrine, Yanagida-Shrine, Hutotama-Shrine, 
Sugawara-Shrine, ⑦Okitushima-Shrine, The First Torii, Front Torii 

 

3-3.気多大社の韓文由来と現在（케타대사의 유래와 현재） 

1. 기원과 창건 : 오궁의 진좌는 가가번의 샤소우(국가지정 천연 기념물) 「들어갈 수 없는 숲」 이라는 성역이다. 이 

숲은 대사에 퍼지는 상록 활엽수림으로 옛날부터 신사 경내를 보호하고 있다. 창건은 8 대 코우겐 천황 제신 

(오오나무 치노미고토)가 이즈모에서 300 여 신을 이끌고 내려왔다. 오오나무 치노미고토는 화조·큰 뱀을 퇴치하고 

해로를 열었다는 전설. 요우로우 2 년 (718) 케다신사는 승려 교키가 창건했다는 전설도 있다. 

2. 권청과 제신 : 제신은 제 10 대 수진천황 (전 97~ 전 30) 미요의 권청으로 신대로부터 자리 잡았다는 설도 있다. 

주된 제신은 오오나무찌노미코토, 누나카와히메노미코토다. 제신은  오오나무찌노존(대국주명),사대주명 

(코토시로누시노존· 와칸사), 쿠쿠리히메노존· 하크아마 신사), 아메노이쿠타마노 미코토다. 

3 .신전: 신전은 마에다 도시이에와 역대 영주가 숭상하고 사령 350 석을 기부하여 조성했다. 천문 연간 (1532~1554 

년) 본전은 우에스기 겐신의 전쟁으로 소실했다. 로쿠 연간 (1558 ~ 1569 년) 본전을 재건한 것이 현재의 본전이다. 

본전의 구조는 흐름 구조로 정면 한칸을 향해 숭배하고.있다. 본전은 정면 삼면 및 양측면은 바람이 잘 통하게 하고, 

본전은 국가 지정 중요 문화재다. 배전은 중요 문화재로 지정된 건물이다. 지붕은 고케라부키로 처마는 이중 전통 

서까래이다. 기둥은 모두 원주로 되어있다. 웅장한 스타일의 본전에서 무로마치 시대의 특징을 볼 수 있다. 

4. 섭사: 섭사는 중요 문화재로 지정된 건물이 점재하고 있다. 섭사의 와카미야 신사 (국가 지정 중요 문화재)는 
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하타케 야마 씨의 재건의 조성이다. 섭사의 하쿠산 신사 (국가 지정 중요 문화재)이다. 중세 말기에는 980 포대와 

56 개분의 사령을 가지고 있었다. 

5. 기타 : 제 2 차 세계 대전 후에는 신사 본청의 피 포괄적 종교법인이 별표 신사에 지정되어 있었다. 평성 16 년 

(2005) 신사 본청과의 포괄적 관계를 해소하고 단일 시립 신사가 되었다. 현재도 호쿠리쿠의 굴지의 신사로 알려져 

있다. 1983 년(1983) 에는 쇼와 천황의 행차가 있었다. 최근 남부에서 발견된 절터 유적은 죠몽 전기부터 중세에 걸친 

대규모 취락 유적이다. 제사 관계의 출토품과 유구류는 케타신사와 관계가 있고, 유력한 자료가 되어있다. 

表 3-2.石川県羽咋市、気多（けた）大社の韓文詳細資料 

1 주제신 오오나무노 미코토、누마카와히메노 미코토 

  2 신사창건 요우로 2 년 (718) / 천평 연간 (757 ~ 764 년) 

  3 권청신 승려 교키가 「세상에서 가장 으뜸인 신사」, 「가장 위엄있는 신사」로 케타신사를 권청했다 

  4 제 신 
쿠쿠리히메노 미코토· 사대주명 (코토시로누시노 미코토). 오오나무치노 미코토(오오쿠니누시  

미코토) 대사주명 (와카신사), 쿠쿠리히메노 신(하카야마 신사) 아메노이쿠타마노 미코토) 

  5 사격 등 
식내사 (명신 대 또는 소) 「세상에서 가장 으뜸인 신사」, 「구켄신사」 「가장 위엄있는 

신사」,「구국표신사」。 

  6 제 례 
1 월 1 일 설날 축제, 1 월 16 일 사기쵸, 4 월 18 일 춘계 예제, 6 월 30 일 하기 대제, 9 월    

추계 대례, 11 월 23 일 니이나메제, 12 월 31 일 년말 대례 

  7 궁 사 미츠이 타카히데(사진가) 

  8 진좌지 〒925-0003 이시카와 현 하쿠이시 지케 마치 1-1 

  9 교통수단 

버스 하쿠이 역 (JR 서일본 나오선)에서 호쿠테쓰와 버스 (다카하마, 도기 방면)로 「이치 노미야」 

역 하차 (하차 후 도보 5 분). 자동차로 토야마 카이도 야나기 IC 에서 시카쵸 방면으로 차로 약 

5 분  

  10 위 치 북위 36 도 48 분 0.8 초 동경 137 도 2 분 39.5 초。표고/28ｍ 

  11 전 화 전화/0767-22-0602、ＦＡＸ/0767-22-5515、メール/info@keta.jp 

  12 본 전 

본전은 에도시대의 천명 7 년(1787)에 조영. 산칸신사 (케타유키 3 칸, 하리마 4 사이)의 유례가 

적은 양 흐름조로 노송나무다. 산칸신사 흐름조의 본전은 나무가 크고 코우료· 코부시바나· 타바 

사미의 수법이 무로마치 시대의 특성을 남긴것으로 인정받아 1931 년에 나라의 중요 문화재로  

지정. 

  13 배 전 
국가 중요 문화재. 에도 시대의 조오 2 (1653)년 또는 조오 3 (1654) 년에 목수· 야마가미젠우쿄 

몬에 의해 조성하게 된다. 이리에야 구조로 히와다부케 식으로 건조 

  14 경내섭사 
➀ 하쿠야마 신사, ②와카미야 신사, ③ 오미야 신사, ④ 아가리타 신사, ⑤ 후토타마신사, ⑥스가 

와라 신사, ⑦ 오키츠시마 신사 

  15 말 사 인야쿠 신사「아카노미타마」、오오타비 신사「가구츠치」 

  16 경외사 오오나모치카타이시 신사 

  17 도리이 
하하하하 신사, 와카미야 신사, 아가리타 신사 (들러갈 수 없는 숲, 후토야마 신사, 스가와라 신사,  

1 하하 하하하, 하하 하하하하 7 하하 하하 
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４.気多大社の社殿 

４-1.気多大社の社殿と写真   

本殿は、江戸時代の天明７（1787）年の造営。三間社（桁行 3 間、梁

行 4 間）の類例の少ない両流造で、檜皮葺である。三間社流造の本殿

は、木割りが大きく、虹梁・拳鼻・手挟の手法が室町時代の特質を残し

ているとして、昭和６（1931）年に国の重要文化財に指定された。拝殿

は、国の重要文化財。江戸時代の承応２（1653）年または承応３

（1654）年に大工・山上善右衛門による造営とされる。入母屋造妻入で、

檜皮葺からなっている。写真 4-1 は気多大社の社殿である。写真 4-2

は気多大社の本殿である。 

 

４-２.気多大社の摂社・末社と鳥居 

４-２-１.摂社の奥宮社 

奥宮社の祭神は「素盞嗚尊、奇稻田姫命」で、例祭は 12月 31日である。境内に遙拝所がある。素盞嗚尊（ｽ

ｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）は、日本神話に登場する神である。『日本書紀』では素戔男尊、素戔嗚尊等、『古事記』では建速須

佐之男命、須佐乃袁尊、『出雲国風土記』では神須佐能袁命（ｶﾑｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）、須佐能乎命などと表記する。『古

事記』の記述によれば、神産みにおいて伊弉諾尊（伊邪那岐命）が黄泉の国から帰還し、日向の橘の小戸の阿波

岐原で禊を行った際、鼻を濯いだ時に産まれたとする『日本書紀』では伊弉諾尊と伊弉冉尊 （伊邪那美命・イｻﾞ

ﾅﾐ）の間に産まれ天照・月読・蛯児の次に当たる。その与えられた役割は、太陽を神格化した「日神」である天照

大神、月を神格化した「月神」である月読尊とは異なっているため、議論の的となっている。 

奇稻田姫命とは、高天原を追放されて出雲に降り立ったスサノオは、ヤマタノオロチという怪物に毎年娘を食わ

れているアシナヅチ・テナヅチの夫婦と、その娘のクシナダヒメに出会った。彼らの話によると、もうじき最後に残っ

た末娘のクシナダヒメも食われてしまう時期なのだという。哀れに思うと同時に、美しいクシナダヒメが愛しくなった

スサノオは、クシナダヒメとの結婚を条件にヤマタノオロチの退治を申し出た。スサノオの素性を知らないアシナヅ

チとテナヅチは訝しむが、彼がアマテラスの弟と知ると喜んでこれを承諾し、クシナダヒメをスサノオに差し出した。 

 

４-２-２.摂社の揚田神社 

揚田（ヤナギダ）神社の祭神は荒御魂神（加具土命）で、例祭は

３月３日である。現在、社殿はなく、鳥居のみである。祭神は迦具

土命（ｶｸﾞﾂﾁ・火の神、荒御魂神）である。拝殿前から右に入った先、

いらずの森の入口に素木（シラキ）の鳥居一基のみが立つのみで

社殿はない（写真 4-2）。   

荒魂は神の荒々しい側面、荒ぶる魂である。天変地異を引き

起こし、病を流行らせ、人の心を荒廃させて争いへ駆り立てる神

の働きである。神の祟りは荒魂の表れである（ただし、勇猛果断、

義侠強忍を等に関する妙用ととらえられることもあり、必ずしも悪

い意味で解釈されるわけではない）。これに対し和魂は、雨や日

 

写真 4-1.気多大社の社殿 

 

写真 4-2.揚田神社の鳥居 
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光の恵みなど、神の優しく平和的な側面である。神の加護は和魂の表れである。荒魂と和魂は、同一の神

であっても別の神に見えるほどの強い個性の表れであり、実際別の神名が与えられたり、皇大神宮の正宮

と荒祭宮といったように、別に祀られていたりすることもある。 

加具土命（カグツチ）とは、『記紀神話』には火の神。『古事記』では、火之夜藝速男神・火之炫毘古神・

火之迦具土神；加具土命）と表記される。また、『日本書紀』では、軻遇突智、火産霊と表記される。天地開

闢において神世七代の最後にイザナミとともに生まれた。そして高天原の神々に命ぜられ、海に漂ってい

た脂のような国土を固めるべく、天の浮き橋から矛で海をかき回し、出来上がったオノコロジマにてイザナミ

と結婚した。国産み・神産みにおいてイザナミとの間に日本国土を形づくる多数の子を儲ける[3]。その中に

は淡路島をはじめ大八洲（本州・四国・九州等）の島々、石・木・海（オオワタツミ・大綿津見神）・水・風・山

（ｵｵﾔﾏﾂﾐ・大山津見神）・野・火など森羅万象の神が含まれる。 

 

４-２-３.摂社の太玉神社   

太玉（（フタタマ）神社の祭神は天太玉命・素盞

鳴尊、奇稲田姫命で、例祭は 4 月 4 日である。祭

神は太玉命（フトタマ、宮中祭祀にかかわる神で

忌部氏の祖神）。楊田神社鳥居の右手、叢林の

中にある小祠。資料によれば、古くは御幸殿ある

いは講堂と呼ばれた建物で、前田利家が改築

（1611 年・江戸初期）、明治になって建て替え現

社名になったという。 「入らずの森」内に鎮座し、

一般の参拝はできない。境内に遙拝所がある。写真 4-3 は太玉神社側面である。写真 4-4 は太玉神社の灯

籠である。 

 

４-２-４.摂社の白山神社 

白山神社の祭神は菊理姫命で、例祭は５月１日、９月１日である。本殿向かって右手。社殿は本殿と同じく、

江戸時代の天明７（1787）年の造営。三間社流造檜皮葺。国の重要文化財に指定。 

菊理媛命（ｸｸﾘﾋﾒのﾐｺﾄ､ｷｸ

ﾘﾋﾒのﾐｺﾄ）は、日本の神。

加賀の白山や全国の白山

神社に祀られる白山比咩

神と同一神とされる。神産

みで伊弉冉尊（ｲｻﾞﾅﾐ）に

逢いに黄泉を訪問した伊

奘諾尊（イザナギ)は、伊弉

冉尊の変わり果てた姿を見

て逃げ出した。しかし泉津

平坂（黄泉比良坂）で追いつかれ、そこで伊弉冉尊と口論になる。そこに泉守道者が現れ、伊弉冉尊の言

葉を取継いで「一緒に帰ることはできない」と言い、菊理媛神が何かを言うと、伊奘諾尊はそれを褒め、帰っ

  

写真 4-3.太玉神社側面 写真 4-4.太玉神社灯籠 

  

写真 4-5.白山神社正面 写真 4-6.白山神社の鳥居 
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て行った、とある。 

奘諾尊）の間を取り持ったことからシャーマン（巫女）の女神ではないかとも言われて 

いる。ケガレを払う神格ともされる。神名の「ククリ」は「括り」の意で、伊奘諾尊と伊弉冉尊の仲を取り持った 

 

菊理媛神が何を言ったかは書かれておらず、また、出自なども書かれていない。この説話から、菊理媛神

は伊奘諾尊と伊弉冉尊を仲直りさせたとして、縁結びの神とされている。また、死者（伊弉冉尊）と生者（伊 

ことからの神名と考えられる。写真 4-5 は太玉神社正面である。写真 4-6 は太玉神社の鳥居である。 

 

４-２-５.摂社の若宮神社 

若宮神社の祭神は事代主命で、例祭は 2月 20日と 10月 20日である。本殿向かって左手。社殿は戦国

時代、永禄 12年（1569年）の造営。一間社流造檜皮葺。国の重要文化財に指定。写真 4-7は若宮神社の

正面で、写真 4-8 は若宮神社の鳥居である。 

 

４-２-６.摂社の菅原神社 

   

写真 4-8.菅原神社合格橋 写真 4-9.菅原神社の正面 写真 4-10.菅原神社の鳥居 

 

菅原神社の祭神は菅原道眞で、例祭は２月 25 日である。太玉神社南の叢林のなかに鎮座する小祠、祠

の両脇に合格祈願の絵馬が数多く掛かっている。菅原道眞の経歴は、時代/平安時代前期、生誕/承和 12

（845）年６月 25 日、死没/延喜３（903）年２月 25 日、改名/幼名：「阿呼」(あこ)の後に「吉祥丸」へ改名、別名

  

写真 4-7.若宮神社正面 写真 4-8.若宮神社の鳥居 
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/尊称：菅公、菅丞相、天神、天神様。神号/天満大自在天神、日本太政威徳天、北野天満宮天神、墓所/

太宰府天満宮、官位/従二位右大臣、 贈正一位太政大臣、主君/宇多天皇→醍醐天皇、氏族/菅原氏、父

母/父：菅原是善、 母：伴真成の娘、妻/島田宣来子、子/長男：菅原高視・ 女子：菅原衍子である。 

菅原道真は、日本の平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家。参議・菅原是善の三男。官位は従二位・

右大臣。贈正一位・太政大臣である。忠臣として名高く、宇多天皇に重用されて寛平の治を支えた一人であ

り、醍醐朝では右大臣にまで昇った。しかし、左大臣藤原時平に讒訴（ざんそ）され、大宰府へ大宰員外帥と

して左遷され現地で没した。死後天変地異が多発したことから、朝廷に祟りをなしたとされ、天満天神として

信仰の対象となる。現在は学問の神として親しまれる。写真 4-8 は菅原神社の合格橋である。写真 4-9 は菅

原神社の正面である。写真 4-10 は菅原神社の鳥居である。 

 

４-２-７.摂社の奥津島神社 

奥津島神社の祭神は奧津嶋姫命で、例祭は 1 月 11 日である。鳥居を入った参道左手の叢林の中に石

祠があるというが、実見できず。奥津島姫命・ﾀｷﾘﾋﾞﾒ（ﾀｷﾞﾘﾋﾒとも）は、日本神話に登場する神である。宗像

三女神の一柱で『古事記』では多紀理毘売命、『日本書紀』では田心姫（ﾀｺﾞﾘﾋﾒ）・田霧姫と表記される。別

名奥津島比売命（ｵｷﾂｼﾏﾋﾒ）だが、『日本書紀』第三の一書では市杵嶋姫（市寸島比売・いちきしまひめ）

の別名としている。神名の「タキリ」は海上の霧（きり）のこととも、「滾（たぎ）り」（水が激しく流れる）の意であ

る。この女神を単独で祀る神社は少なく、宗像三女神の一柱として各地の宗像神社・厳島神社などで、また、

天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ）と素戔嗚尊（須佐之男命・ｽｻﾉｦ）の誓約で生まれた五男三女神とともに各地の八王子

神社などで祀られている。 

 

４-２-８.末社/印鑰神社 

印鑰（いんにゃく）神社の祭神は倉稻魂命で、例祭は 11月 30日である。羽咋市寺家（位置不明）。祭神は

倉稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏ・穀物神）。本来は国府の印と鍵を神格化して祀った社という。ウカノミタマは、日本神話

に登場する神。『古事記』では宇迦之御魂神、『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。両書とも性別が明確にわかるような記述はないが、古くから

女神とされてきた。伏見稲荷大社の主祭神であり、稲荷神（お稲荷さん）として広く信仰されている。ただし、

稲荷主神としてウカノミタマの名前が文献に登場するのは室町時代以降のことである（後述）。伊勢神宮では

それより早くから、御倉神（ﾐｸﾗﾉｶﾐ）として祀られた。 

 

４-２-9.末社/大多毘神社 

大多毘（オオタビ）神社の「祭神は加具土命で、例祭は 12 月 31 日である。羽咋市寺家（位置不

明）。迦具土命（ｶｸﾞﾂﾁ・火の神）。社殿はなく、タブの老樹をご神体とする社。大晦日の夜、奥宮祭

終了後、引き続いて当社前で火神事（大多毘社例祭）が執りおこなわれるというがあるという。 

 

４-２-１０.末社/大穴持像石神社 

大穴持像石神社の祭神は大穴持像石命」（ｵｵﾅﾓﾁｶﾀｲｼ）で、鎮座地は羽咋市寺家町、当社の約 300m

東にある。古来より気多大社の摂社であったと伝えられる。祭神はオオアナモチ命（ｵｵﾅﾑﾁの別名）である。

式内社「大穴持像石神社」。 
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5.気多大社の両部鳥居 

 

鳥居とは、神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するもの（結界）である。神域への入口

を示すもの。一種の「門」である。鳥居には、神明系鳥居と明神系鳥居に分類できる。1.神明鳥居、2.鹿島鳥

居、3.明神鳥居、4.八幡鳥居、5.春日鳥居、6.中山鳥居、7.外宮鳥居、8.三柱鳥居、9.三輪鳥居、10 両部鳥

居がある。両部（りょうぶ）に神道の理念を現した柱に袖軸が付属している特徴である。両部鳥居は、本体の

鳥居の柱を支える形で稚児柱（稚児鳥居）である（写真 5-1）。名称にある両部とは密教の金胎両部（金剛・

胎蔵）をいい、神仏習合を示す名残。四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。 

６.おわりに 

重要文化財（国指定） は、1）1906 年 04 月 14 日、国指定、摂社若宮神社本殿、2）1961 年 06 月 07 日、

国指定、拝殿、3）1961年06月07日、国指定、神門、4）1982年06月11日、国指定、本殿 （附 棟札2枚）、

5）1982 年 06 月 11 日、国指定、摂社白山神社本殿である。 国の天然記念物は、 6）1967 年 5 月 2 日、国

指定、気多神社社叢である。石川県指定文化財（有形文化財）は、7）1982 年 01 月 12 日、県指定、神庫（附 

棟札 1 枚：建造物）、8）1982 年 01 月 12 日、県指定、随身門（附 棟札 1 枚：建造物）、9）1982 年 01 月 12 日、県

指定、気多神社文書 1681 点（古文書）である。 
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写真 5-1.気多大社の両部鳥居 
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別表.石川県、気多大社の年代順の内容 

和歴 西暦 年代順の内容 

天平 04 732 
能登国一宮気多大社より御分霊（大己貴命：おおなむちのみこと）を勧請し、気多大神（けたの

おおかみ）として御鎮座たまわり越中国一宮・気多神社となる。 

天平 18 746 従五位下 大伴家持が第 2 代越中国守として着任（751 年まで）。 

天平 20 748 
奈良時代には北陸の大社として京にも名が伝わっており、『万葉集』に越中国司として赴任した

大伴家持が参詣したときの歌が載っている。 

神護景雲 2 768 国史では、古くは『続日本紀』、同記事では封戸 20 戸・田 2 町が支給されている。 

延暦 03 784 神階には、正三位から、天安 3 年（859 年）に従一位勲一等までの叙位・叙勲の記事が載る。 

延長 05 927 

気多神社は、越中国 34 座の名神大一座として神名帳に記載される。中世以降は能登国一宮と

され、中世・近世の間は畠山氏・前田氏など歴代の領主からも手厚い保護を受けた。『延喜式』

神名帳では能登国羽咋郡に「気多神社 名神大」と記載され、名神大社に列している。 

文治 03 1187 
源頼朝が北陸道及畿内に宣旨を下し源義経を捕らえさせようとしたが、義経は逃れ北陸道に入

り如意の渡しを過ぎて北に逃れる。 

http://www.city.hakui.ishikawa.jp/%E6%B0%97%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://www.keta.jp/enmusubi/%E6%B0%97%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E7%A4%BE
http://www.hot-ishikawa.jp/%E6%B0%97%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E7%A4%BE
https://www.facebook.com/%E6%B0%97%E5%A4%9A%E5%A4%A7%E7%A4%BE
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建保 0５ 1217 将軍源実朝が公田で１１町余を寄進し、中世には能登の守護畠山氏から手厚い保護を受けた。 

天文中 1550 上杉謙信の兵火により気多神社が焼失。 

天保 02 1645 加越能大守 前田利常が気多神社を崇敬し、神殿・拝殿などを再建。 

慶安 03 1650 前田利常が社領十万石を寄進して子 綱紀の安全息災を祈願。  

明治 02 1869 廃仏棄釈（はいぶつ）の令により、気多神社の本地仏を越中国分寺跡の薬師堂へ遷す。 

明治 04 1871 近代社格制度において国幣中社に列し、明治４年（1871）に国幣中社。 

明治 06 1873 縣社に列せられる。 

大正 04 1915 国幣大社に昇格した。戦後は神社本庁の被包括宗教法人となり別表神社に指定。 

昭和 06 1931 文化財保護法により、本殿が国の重要文化財に指定。 

昭和 25 1950 社殿修理のため、本殿の解体工事に着手。工事費 340 万円。 

昭和 51 1970 本殿の屋根柿葺(こけらふき)替工事完了。 

大正 0４ 1971 国幣大社となり。 

昭和 58 1983 昭和天皇の行幸があった。 

平成 8 1996 気多神社のにらみ獅子、高岡市指定無形民俗文化財に指定。 

平成 22 2010 神社本庁に属さない単立神社となった。 

平成１６ 2005 
第二次世界大戦後は神社本庁の被包括宗教法人となり、別表神社に指定されていたが、神社

本庁との包括関係を解消し、単立神社となった。現在も北陸道屈指の大社として知られる。 

 


