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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 Izumo DaiJingu "which is Kameoka city, 
Kyoto pref.（Height 136.7m）. About shrine environment, the writer analyzed data by a 

scientific management method. 
Worshipped Gods are Ōkuninushi-no-miko and Mihotuhime-No-Mikoto. Foundation is 

Wadou 2 (709) years. Enshrined Gods: The past of the age of. It is said to be over 10,000 years 
ago. The Emperor Sujin revived as the whole area of the Tamba region was flattened. Annual 
Festival is Amatuhikone-No-Mikoto and Takehiratori-No-Mikoto. Shrine Site is also called 
Okageyama, Sennenyama. This mountain has been worshiped as a god itself than ancient 
times. It is a sanctuary where Kuni-No-Tokotati-No-Mikoto calms. 

Ranked-Shrines is Tamba Country Ichinomiya, Motokokuheichuusha, Engishiki-Naisha, 
It is Shikinaisha Myouzintai. Currently it is a monumental shrine not belonging to 
Association of Shinto Shrines.  Shamei is called Izumo-Ookaminomiya, and it is called 
"izumo-zinja" in old days. Another name also called "former izumo" or "Sennenmiya". 
Foundation is Wadou 2 (709) years. Keidai Sessha is Uenomori・Kannomori and Kurodayuusha・

Shimonomori.  Uenomori ・ Kannomori is Susanoo-no-Mikoto and Kushiinadahime-no-Mikoto. 

Kurodayuusha ・  Shimonomori is Ooyamatumi-no-Kami and Sarutahiko-no-Kami.  Sangensha-

Nagare-zukuri-Shaden was founded by Ashikaga Takauji in Jōwa 1 (1345) at the Kamakura 
period. It was later remodeled by Hosokawa Koshimoto and reached the present. The old 
national treasure.  
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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、京都府亀岡市千歳町千歳出雲無番地にある出雲大神宮、古代の地域である。出雲大神

宮の所在地は北緯 35 度 3 分 33.86 秒、東経 135 度 34 分 42.28 秒（高さ 136.7m）である。主祭神は、大国主命

（ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と三穂津姫命（ﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の二柱である。 

出雲大神宮は亀岡盆地東部に立つ御蔭山（みかげやま、御陰山、御影山、千年山とも）の山麓に鎮座してい

る。古くは御蔭山を神体山として祀る信仰である。「元出雲」の別称は、出雲大社が出雲大神宮からの分霊とする

社伝（後述）に由来する。国史の初見は、『日本紀略』の弘仁８（818）年１６月条「丹波国桑田郡出雲社、名神に

預る」という記述がある。平安時代中期の『延喜式神名帳』では「丹波国桑田郡 出雲神社」と記載され、名神大社

に列している。貞和元（1345）年、足利尊氏により現在の社殿が造営された。明治４（1871）年に近代社格制度に

おいて国幣中社に列した。戦後、現在の「出雲大神宮」に改称した。 

一方、出雲大社との関係において、三穂津姫命の親である高皇産霊尊（ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞﾉﾐｺﾄ）古代より杵築（きずき）

大社と呼ばれていたが、明治４（1871）年に出雲大社と改称した。正式名称は、出雲大社サイトに「いづもおおや

しろ」とある。一般的には、「いづもたいしゃ」となっている。俗称：元出雲。島根の出雲大社は、江戸時代までは

「杵築大社」と称しており、亀岡の当宮周辺は「出雲」という地名が現存している。出雲大神宮は「出雲」を社名とし

ているが、平成２１（2009）年の社殿創建 1300 年を境に一層の交流が始まっている。いわゆる、出雲大社は明治

時代に至るまで「杵築大社」を称していたため、江戸時代末までは「出雲の神」と言えば、出雲大神宮を指してい

たとされる。現在の本殿は重要文化財に指定されている。 

境内の地は、歴史背景を抑えつつ、出雲大神宮の社殿・拝殿、摂社と末社の詳細な内容を解析した。本稿は、

古代国家の命運を決定づけた舞台としての出雲大神宮を、多角的にとらえた実証研究の報告である。住民発達

史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討をした。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。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英語の翻訳を添付

している。 後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

２．出雲大神宮の資料 

２-1.亀岡市の環境 

亀岡市の規模は面積：224.80km2、総人口：約 9 万人、人口密度：393 人/km2 である。隣接自治体：京都市、

南丹市、大阪府：茨木市、高槻市、豊能郡能勢町、豊能町。市の木：サクラ、市の花：ツツジである。旧名は亀山。

亀岡市は旧丹波国の 南端に位置し、山城国・摂津国の境目となる。旧丹波国の中では、人口は 多であり、

旧丹波国内の中心都市であった。戦国時代末期に明智光秀が丹波亀山城と城下町を築いたことが近代亀岡

の礎となった。地理：亀岡盆地は、太古は大きな湖であり、風が吹くと美しい丹色の波が立ったところから、この

あたりを丹のうみ・丹波と呼ぶようになったとされており、出雲神話で有名な大国主命が亀岡と嵐山の間にある

渓谷を切り開いて水を流し土地を干拓して、切り開いた渓谷を妻神「三穂津姫命」の名前にちなみ保津川・保津
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峡と名付けたという伝説も残っており、出雲大神宮（千歳町）の祭神となっている。湖だったことを示す地層も明

らかになっている（図 1-1）。 

桂川を大堰川と呼ぶ名称は、渡来人である秦氏がつくった農業用の「堰」に由来する。愛宕山系の扇状地で

あり、同山系を水源とする七谷川や三俣川は高低差が激しく、よく氾濫したという。晩秋から早春にかけて亀岡

盆地名物の深い霧（「霧の都 亀岡」）が発生しており、この季節に京都市内から保津峡や老ノ坂峠を経て市内

へ入ると、景色が一変する。霧の規模の大きさは全国的に有名である。亀岡市街地は、保津川（大堰川）より低

地であるうえに、保津峡でせき止められることにより、逆流を原因とする水害が多発していた。 

古代には馬路町・千歳町出雲等の大

堰川（保津川）左岸の川東に、大豪族が

いた地域で古墳が見られる。日本書紀

には、６世紀の初め、第２５代武烈天皇

（498-507）の崩御により、皇位継承者の

途絶えた朝廷が、１６代仁徳天皇（313-

399）の血筋にあった倭彦王（ﾔﾏﾄﾋｺ）を

迎えようとした。 

国波国（たんばのくに）・亀岡にいた

倭彦王（ﾔﾏﾄﾋｺﾉｵｳ）は、を迎えようとし

た。いきなりの迎えよう兵の多さに驚い

て逃亡したため、その後、朝廷は、越前

から15代応神天皇(270－310)の五世子

孫の男大迹王（ｦﾎﾄﾞﾉｵｵｷﾐ)・継体天皇

を連れて来て、第２６代継体天皇（507-

531）として迎えた。継体天皇元年に、初

めて神殿が建立された愛宕神社や出雲

大神宮や養仙寺もあるなど歴史的に古

い地域である。 

４世紀頃は湖沼地で、秦氏の大堰川（保津川）治水工事などにより土地となった。７-８世紀頃には山陰道が

設けられ、京都市右京区の京北地域にあたる弓削郷・山国郷などの木材が桂川に乗って京都へ運ばれた。平

安末期の篠町には足利尊氏の挙兵の地となった。安土桃山時代に入って、明智光秀が丹波統治のため、亀岡

は、近代的な発展を遂げた。明智滅亡後も、豊臣・徳川政権下に、京都の西北の入り口として重要視され続け

た。保津川開削以後、桂川の輸送力が強化され、桂川水運は大正時代まで連綿と続いた。明治２（1869）年、

三重県亀山市と混同するため、亀山から亀岡へと改称。現在も、宗教法人大本部が亀山城跡に置かれている。 

 

２-2.亀岡市の出雲大神宮の環境 

①真名井（まない）の水：御神体山から絶えることなく湧き出る水は「真名井の水」と古くから呼ばれる。霊験あ

らたかな水として近隣の田畑や人々の暮らしを支え、万病から護ってきた。ミネラルバランスのよい中硬水で、水

 

図 1-1.出雲大神宮の平面図 
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をお持ち帰りの場合は煮沸してからご飲用できる。表 2-1 は亀岡の名水水質調査結果(出雲大神宮史Ｐ46)であ

る。 

 

表 2-1.亀岡の名水水質調査結果(出雲大神宮史Ｐ46) 

 

 

表 2-1 は、出雲大神宮の真名井（まない）と神饌所の井戸水、松尾神社

の御手水と市杵島神社（乳の泉水）の水質調査結果である。ここで、Tw（水

温）は 13.0～13.7 度である。E.C.（電気伝導度:蒸発残留物）は 6.5～31.4（ｍＳ/

ｍ）である。ｐＨ（水素イオン濃度指数）は、7.8～8.3 である。ORP（酸化還元電位）

は 180～208 で、水道水は 300-500ｍＶである。Ｎａ＋（ナトリウムイオン）は 5.3～

7.2(ｍｇ/ｌ)である。Ｋ＋（はカルウムイオン）は 0.5～1.1(ｍｇ/ｌ)である。Ｃａ２+（カルシ

ウムイオン）は 3.6～53.8(ｍｇ/ｌ)である。Ｍｇ２+（マグネシウムイオン）は 1.9～3.1(ｍ

ｇ/ｌ)である。S04
2（硫酸イオン）は 2.8～6.4(ｍｇ/ｌ)である。CI-（塩素イオン）は 2.5～

21.9 (ｍｇ/ｌ)である。HCO3
-（重炭酸イオン）は 23.5～138.8(ｍｇ/ｌ)である。Ｎ０３

-

（硝酸イオン）は 0.0～1.0(ｍｇ/ｌ)である。 

 

  

図 2-1.亀岡市神社の名水成分の分析（4 ヶ所の五元素） 図 2-2.亀岡市神社の水質組成図 

 

写真 2-1.真名井の水 
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図 2-1 は亀岡市神社の名水成分の分析（4 ヶ所の五元素）である。図 2-2 は亀岡市神社の水質組成図である。 

 

  

図 2-3.亀岡市神社の温度、Ｅ.ＣとｐＨの分析値 図 2-4.亀岡市神社の ORP（酸化還元電位） 

 

図 2-3 は亀岡市神社の温度、Ｅ.ＣとｐＨの分析値で。図 2-4 は亀岡市神社の ORP（酸化還元電位）である。 

 

②御蔭の滝：御神体山の湧き出る水が途中で別れ、この滝に落ちます。龍神が宿るとされた自然信仰の時代

をここでも窺うことができる。御蔭の滝の祭神：龍神乃神である（写真 2-2）。 

 

    

写真 2-2.御蔭の滝 写真 2-3.夫婦岩と鳥居 写真 2-4.大国恵比須舎 

 

③夫婦岩：大きい岩と小さい岩が寄り添う形で並ぶ姿は、まるで仲の良い夫婦のようだと昔から言い伝えられて

きました。社務所でお受けできる縁結び神の紅白の紐を結ぶと、縁が結ぶと言われております。詳しくは社務所

までお尋ね下さい（写真 2-3）。写真 2-4 は大国恵比須舎である。 

 

④祭神の大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）は、一般には出雲国の出雲大社（杵築大社）から勧請したとされている。た

だし、社伝では逆に、出雲大社の方が出雲大神宮より勧請を受けたとし、「元出雲」の通称がある。社伝では、『丹

波国風土記』逸文として「第４３代元明天皇（707-715）の和銅年中、大国主命御一柱のみを島根県の杵築の地に

遷す」の記述がある。（ただし、社伝で主張するのみでその逸文も不詳）。「ダイコクサマ｣ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄとお后様

のﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄをお祀りする。ﾐﾎﾂﾋﾒは高皇産霊尊（ﾀｶﾐﾑｽビ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の娘神で、ｵｵｸﾆﾇｼ国譲りの際に妻となら
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れた｡丹波国風土記には「別に説あり」とことわり、天津彦根命（ｱﾏﾂﾋｺﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、天夷鳥命（ｱﾒﾉﾋﾅﾄﾞﾘ-ﾉ-ﾐｺﾄ）と

同座として鎮座とある。また、富士古文書（宮下文書）では、首座は国常立命の神霊をお祀りし、両側の二座に大

国主命、三穂津姫命が鎮座しているという内容の記述もある。大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 出雲大神宮では、別

名を「三穂津彦大神」や「御蔭大神」とする。三穂津姫命（ﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 高皇産霊尊の子で、大国主の国譲りの

際に大国主の后となったと伝える。 

 

⑤磐座：磐座は、本殿後方の山道に

一つある。本殿真後ろの山道に大き

な磐座が、さらに上の社より北東方向

に磐座群がある。古来より、御蔭山は

国常立尊の鎮座する地として禁足地

とされた。現在でも立ち入り可能なの

は、国常立尊を祀る磐座までの参道

のみである。御蔭山の国常立尊は磐

座群の前から遥拝できる（写真 2-4）。 

 

⑥出雲大神宮神域のお社 

表 2-2.出雲大神宮神域のお社 

 

 

⑦古墳：境内には、横穴式石室を持つ後期古墳があるほか、西南には、丹波 大の前方後円墳である千歳車塚

古墳があり、古くから御蔭山を神体として祀る氏族がいたと推測されている。①推定５世紀～６獣紀初めの横穴式

墳墓（本殿後方山上）。推定は第１３代成務天皇（131-191）の御代の前方後円墳（千歳町車塚 国指定 車塚古

墳） 

 

⑧神階：六国史時代(飛鳥時代～平安時代前期)における神階奉叙の記録 弘仁 9（818）年 12 月 16 日、名神に

  
写真 2-4.磐座と磐座群 
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預かる （『日本紀略』）表記は「出雲社」。承和 12（845）年 7 月 16 日、無位から従五位下 （『続日本後紀』） - 表

記は「出雲神」。貞観 14（872）年 11 月 29 日、従四位上 （『日本三代実録』） - 表記は「出雲神」。元慶 4（880）

年 6 月 21 日、正四位下 （『日本三代実録』） - 表記は「出雲神」。六国史以後 延喜 10（910）年 8 月 23 日、正

四位上 （『日本紀略』）。正応 5（1292）年 12 月 2 日、正一位 （『西園寺実兼日記』）。 

 

⑨年間祭事一覧 

表 2-3.出雲大神宮の年間祭事 

 

 

⑩摂末社等月次祭 

表 2-4.出雲大神宮の摂末社等月次祭 

 

 

３.出雲大神宮の由来と現在 

3-1.出雲大神宮の和文由来と現在    

主祭神：大国主命（オオクニヌシノミコト）と三穂津姫命（ﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の二柱。大国主命は、出雲大神宮では、

別名を「三穂津彦大神（ﾐﾎﾂﾋコ-ﾉ-ｵｵｶﾐ）」や「御蔭大神（ﾐｶｹﾞｵｵｶﾐ）」とする。三穂津姫命は高皇産霊尊（ﾀｶﾐﾑ

ｽﾋﾞﾉﾐｺﾄ）の子で、大国主命の国譲りの際に、大国主の后となったと伝える。 

配祀神：天津彦根命（ｱﾏﾂﾋｺﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・天夷鳥命（ﾀｹﾋﾗﾄﾘ-ﾉ-ﾐｺﾄ）である。祭神は、上記の２柱と三穂津姫命（ﾐ

ﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）を合わせると 3 柱とする説、元々は三穂津姫命 1 柱のみ説もある。 

鎮座：神代の昔。一万年以上前ともいわれる。第 10 代崇神天皇が、丹波地方全域を平定された折りに再興。 

神御蔭山、御影由、千年山とも称する。この山が太古より神そのものとして崇められてきた。国常立尊（ｸﾆ-ﾉ-ﾄｺﾀ

ﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）が鎮まる聖域である。 

神域：古くは愛宕山さらに飛び地として大原野神社が傍に鎮座する小塩山を神領としていたが、鎌倉以降の争乱

で失われた。神域としては現在でも示すことができる。 

創建：和銅 2（709）年で、社殿創建と同様である。 

社格：丹波国一宮、旧国幣中社、延喜式内社（名神大社）、現在は神社本庁に属さない単立神社。 

社名：出雲大神宮（ｲｽﾞﾓｰｵｵｶﾐのﾐﾔ）という。古くは「出雲神社」。別称として「元出雲」や「千年宮」とも名乗った。 

社殿：和銅 2（709）年に創建された。三間社流造・檜皮葺屋根の社殿は貞和元（1345）年に足利尊氏（ｱｼｶｶﾞ ﾀｶ

ｳｼﾞ）により、後に室町幕府・管領の細川勝元（ﾎｿｶﾜ ｶﾂﾓﾄ）により、修造され現在に至る。社殿は旧国宝で、重要
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文化財に指定されている。 

拝殿：入母屋造妻入、檜皮葺で舞殿形式。明治 11（1878）年造営。 

古墳：横穴式石室を持つ(本殿後方山上)、５世紀～６世紀前の後期古墳。 

重要文化財（国指定）：本殿（建造物）：室町時代前期。明治 39（1906）年国指定。 

京都府登録文化財：無形民俗文化財 出雲風流花踊-昭和 59（1984）年登録。 

亀岡市指定文化財：有形文化財・昭和 45（1972）年指定。 

 

表 3-1.京都府亀岡市、出雲大神宮の和文詳細資料 

1 主祭神 
大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）は、「縁結び・金運・長寿・福の神」の神である 

三穂津姫命（ﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、「五穀豊穣」の神である。 

２ 神体山 御蔭山（神体山）  

３ 神社創建 和銅２（709）年 

４ 勧請神 
神代の昔。一万年以上前ともいわれる。第 10 代崇神天皇が弟の彦坐（ﾋｺｲﾏｽ）王を丹

波地方に派遣され、全域を平定された折りに再興。 

５ 祭 神 天津彦根命（ｱﾏﾂﾋｺﾈ-ﾉ-ﾐｺﾄ）・天夷鳥命（ｱﾒﾉﾋﾅﾄﾘ-ﾉ-ﾐｺﾄ） 

６ 鎮 座 

崇神天皇が、四道将軍の派遣で、丹波地方全域を崇神 11 年 4 月に平定された折り

に再興。神御蔭山、御影由、千年山とも称する。この山が太古より神そのものとして崇

められてきた。国常立尊（ｸﾆ-ﾉ-ﾄｺﾀﾁ-ﾉ-ﾐｺﾄ）が、鎮まる聖域である。 

７ 神 域 
古くは愛宕山、さらに飛び地として大原野神社が傍に鎮座する小塩山を神領としてい

たが、鎌倉以降の争乱で失われた。神域としては、現在でも示すことができる。 

８ 社格等 丹波国一宮、旧国幣中社、延喜式内社、式内社（名神大）、旧国幣中社 

９ 社 名 
出雲大神宮（ｲｽﾞﾓｵｵｶﾐﾉﾐﾔ）。別名：元出雲・千年宮。大八洲国国祖神社（ｵｵﾔｼﾏ-ﾉ

-ｸﾆ)とも伝えられる。 

10 例 祭 例祭：10 月 21 日 主な神事：粥占祭（1 月 15 日）・ 鎮花祭（4 月 18 日） 

11 宮 司 岩田昌樹 

12 鎮座地 京都府亀岡市千歳町千歳出雲無番地（高さ 136.7m） 

13 交通手段 
バス 亀岡駅または千代川駅（JR 西日本嵯峨野線）から、亀岡市ふるさとバスで「出雲

神社前」バス停下車 、車 京都縦貫自動車道 亀岡 IC から、約 20 分 

14 位 置 北緯 35 度 3 分 33.86 秒、東経 135 度 34 分 42.28 秒座標: 

15 電話・FAX 電話：0771-24-7799、FAX、0771-25-3832 

16 本殿/拝殿 
和銅２（709）年、三間社流造り社殿は貞和元（1345）年に足利尊氏、後にも室町幕府・

管領の細川勝元により修造され現在に至る。旧国宝。重要文化財。 

17 境内摂社 
上の社：素戔嗚尊（ｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ）、櫛稲田姫尊（ｸｼｲﾅﾀﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ)、 

黒太夫社：大山祇神（ｵｵﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ）、猿田毘古神（ｻﾙﾀﾋｺﾉｶﾐ） 

18 境内末社 
笑殿社：事代主命（ｺﾄｼﾛﾇｼﾉﾐｺﾄ）、少那毘古名命(ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ) 

春日社：建御雷之男神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵﾉｶﾐ）、天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ)、 
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稲荷社：宇迦之御魂神(ｳｶﾉﾐﾀﾏ-ﾉ-ｶﾐ）、 

弁財天社：市杵島姫命（ｲﾁｷｼﾏﾋﾒﾉﾐｺﾄ）、 

崇神天皇社（ｽｼﾞﾝﾃﾝﾉｳ、第 10 代天皇） 

19 鳥 居 13 基  

20 古 墳   横穴式石室を持つ(本殿後方山上)、５世紀～６世紀前の後期古墳。 

21 文化財 

国指定重要文化財：本殿（建造物）：室町時代前期、1906 年国指定。 

京都府登録文化財：無形民俗文化財 出雲風流花踊、1984 年登録。 

亀岡市指定文化財：有形文化財・1972 年指定。 

 

３-２.出雲大神宮の由来と現在（英文） 

Worshipped Gods are two pillars of Okuninushi-no-Nomikoto. Okuninushi-no-mikoto uses 
the alias "mihotuhiko-no-ookami" or "mikage-ookami" at the Izumo DaiJingu. Mihotsu-
Hime-Mikoto is a child of Takamimusubi-no-mikoto and tells that Okuninushi was after 
Okuninushi when it took over the country.  Haisaizin is Amatuhikone-no-Mikoto and 
Takehiratori-no-Mikoto.  Saizin is a theory that combines the above two pillars and 
Mihotuhime-no-Mikoto into three pillars. Originally there is one theory of Mihotuhime-no-
Mikoto.  

Enshrined Gods isThe past of the age of. It is said to be over 10,000 years ago. The Emperor Sujin 

revived as the whole area of the Tamba region was flattened. In the old days it was Mount Atago, 
and as the enclave, Ōharano Shrine took Tinza 's Mount Oshio as the priest, but it was lost 
in the conflict after Kamakura. Shiniki can still present it. The Foundation is Wadou 2 (709) 
years, which is the same as the creation of the shrine. Ranked-Shrine is Tamba Country 
Ichinomiya, Motokokuheichuusha, Engishiki-Naisha, It is Shikinaisha (Myouzintai). 
Currently it is a monumental shrine not belonging to Association of Shinto Shrines.  

Shamei is called Izumo-Ookaminomiya, and it is called "izumo-zinja" in old days. Another 
name also called "former izumo" or "Sennenmiya". Wadou 2 (709) years. Sangensha-agare-
zukuri-Shaden was founded by Ashikaga Takauji in Jōwa 1 (1345) at the Kamakura period. 
It was later remodeled by Hosokawa Koshimoto and reached the present. The old national 
treasure. Important cultural property. Haiden was built in 1878 by Irimoya-Tukuri-Tumairi, 
Hiwadabuki, dance style. 

 

表 3-2.大阪府東大阪市、出雲大神宮の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

Worshipped Gods are Ōkuninushi-no-miko and Mihotuhime-No-Mikoto. 

２ Shintaisan Okageyama（Shintaiyama）  
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３ Foundation Wadou 2 (709) years 

４ 
Enshrined 

Gods 

The past of the age of. It is said to be over 10,000 years ago. The Emperor 

Sujin revived as the whole area of the Tamba region was flattened. 

５ 
Annual 

Festival 

Annual Festival is Amatuhikone-No-Mikoto and Takehiratori-No-Mikoto. 

６ Shrine Site 

Also called Okageyama and Sennenyama. This mountain has been 

worshiped as a god itself than ancient times. It is a sanctuary where Kuni-

No-Tokotati-No-Mikoto calms. 

７ 
Shrine   

Site 

In the old days it was Mount Atago, and as the enclave, Ōharano Shrine took 

Tinza 's Mount Oshio as the priest, but it was lost in the conflict after 

Kamakura. Shiniki can still present it. 

８ 
Ranked-

Shrines 

Tamba Country Ichinomiya, Motokokuheichuusha, Engishiki-Naisha, 

Shikinaisha（Myouzintai） 

９ Shinmei 
The Shinto shrine is also reported as Oyashima-No-Kuni Knino-Mioya-No-

Jinja. 

10 Reizai Reisai（10/21）、Okayuusai（1/15）と Tinkasai（4/18） 

11 Ｃｈｉｅｆ Ｐｒｉｅｓｔ Shouki IWATA 

12 Shrine Site 
Kyoto prefecture Kameoka city Chitose cho Chitose Izumo address。 

（Height 136.7 m） 

13 
Shrines  

Access 

From Kameoka station or Chiyodogawa station (JR West Japan Sagano 

line), get off at "Izumo Shrine front" bus stop by Kameoka city old bus stop, 

about 20 minutes from Kameoka Expressway Kameoka IC car. 

14 Latitude 
North latitude 35 degrees 3 minutes 33.86 seconds, east longitude 135 

degrees 34 minutes 42.28 seconds. 

15 TEL・FAX TEL：0771-24-7799、FAX;0771-25-3832 

16 
Shrine 

Pavilions 

Wadou 2 (709) years. Sangensha-Nagare-zukuri-Shaden was founded by 

Ashikaga Takauji in Jōwa 1 (1345) at the Kamakura period. It was later 

remodeled by Hosokawa Koshimoto and reached the present. The old 

national treasure. Important cultural property. 

17 
Keidai 

Sessha 

Uenomori：Kannomori：Susanoo-no-Mikoto and Kushiinadahime-no-

Mikoto. Kurodayuusha・Shimonomori：Ooyamatumi-no-Kami and 

Sarutahiko-no-Kami. 

18 

Keidai 

Massha 

 

Waraidonosha：Kotoshironushi-no-mikoto and Sukunahikona-no-mikoto. 

Kasugasha：Takemikaduti-no-Danshin and Amenokoyane-no-Mikoto. 

Ｉｎａｒｉ：Ukanomitama-no-Kami. Benzaitensha：Itikishimahime-no-Mikoto. 
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Emperor Sujinsha:Emperor Sujin、Tenth Empero. 

19 Torii Torii has 13 units. 

20 Kofun 

Izumo Tumulus No.2 of the lateral hole-type stone room opens towards the 

main shrine, and it is a late-stage burial mound from the fifth century to 

the sixth century ago. 

21 
Cultural 

Property 

The national designated important cultural asset is the main hall (1909). 

Registered intangible folk cultural property of Kyoto pref. was registered 

in 1984. Kameoka city tangible cultural property was designated in 1972. 

 

４．出雲大神宮の社殿 

4-1.出雲大神宮の社殿の写真        

主祭神は、大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の結び・金運・長寿・福の神と三穂津姫命（ﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の五穀豊穣

の神である。◎大国主は、『古事記』『日本書紀』に登場する日本神話の神である。国津神の代表的な神だが、天

孫降臨で天津神に国土を献上したことから「国譲りの神」とも呼ばれる。出雲大社の祭神である。神話によると、大

国主命は『日本書紀』によると素戔嗚尊（ｽｻﾉｵ）の息子。また『古事記』、『日本書紀』によると、スサノオの六世の

孫等とさている。父は天之冬衣神、母は刺国若比売である。スサノオの後に少彦名命（ｽｸﾅﾋﾞｺﾅ）と協力して国造

りをめざし、禁厭（まじない）、医薬などの道を教え、葦原中国の国作りを完成。高天原（天上の世界のこと）からの

使者に国譲りを要請され、幽冥界の主、幽事の主宰者となった。国譲りの際に「富足る天の御巣の如き」大きな宮

殿（出雲大社）を建てて欲しいとの条件を出したことに、天津神が約束したことにより、このときの名を杵築大神とも

いう。 

大国主の話として、因幡の白兎の話、根の国訪問の話、ヌナカワヒメへの妻問いの話が『古事記』に、国作り、

国譲り等の神話に記載。『出雲国風土記』においても、多くの説話に登場。因幡の白兎、大国主の神話（八十神

の迫害・根の国訪問・大国主の妻問い）、大国主の国づくり、葦原中国の平定、縁結び・金運・長寿・福の神と言

われる。◎三穂津姫は、日本神話に登場する神である。高皇産霊尊の娘で、大国主神の后である。『日本書紀』

の葦原中国平定の場面に登場する。大己貴神（大国主）が国譲りを決め、幽界に隠れた後、高皇産霊尊が大国

主神に対し、三穂津姫を妻とした。ミホツヒメの「ツ」は「の」で、ミホの女神の意味になる。出雲の美保神社（島根

県松江市）で大国主神の子の事代主神とともに祀られている。三穂津姫は丹波の出雲大神宮（京都府亀岡市）で

は大国主神とともに主祭神で五穀豊穣の神である。 

 

◎本殿（重要文化財）：社殿創建は、和銅２（７09）年 10 月 21 日、三間社流造りの社殿は鎌倉時代のもので、

貞和元(1345)年に、足利尊氏、後にも室町幕府・管領の細川勝元により修造され現在に至る。◎拝殿：祭典の際

に神楽の奉納や献茶、献華のご奉仕、太鼓、舞踊等様々な神賑わいが行われていた。神前結婚式にも使われて

いる。 

 

写真 4-1 は正面の石碑、写真 4-2 は正面の鳥居と灯籠、写真 4-3 は参道の灯籠である。 
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写真 4-1.正面の石碑 写真 4-2.正面の鳥居と灯籠 写真 4-3.参道の灯籠 

 

    

写真 4-4.拝殿の全面 写真 4-5.三穂津姫命 写真 4-6.大国主命 写真 4-7.本殿 

写真 4-4 は拝殿の全面、写真 4-5 は三穂津姫命、写真 4-6 は大国主命と写真 4-7 は本殿である。 

 

写真 4-8.中央の幣殿 写真 4-9.幣殿と本殿 写真 4-10.拝殿前鳥居 写真 4-11.神宮の社務員 

写真 4-8 は中央の幣殿、写真 4-9 は幣殿と本殿、写真 4-10 は拝殿前鳥居と写真 4-11 は神宮の社務員。 

 

    

写真 4-12.本殿の周辺にある石灯籠 
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写真 4-12 は本殿の周辺にある石灯籠である。摂末社：かつては 36 社の摂末

社を有していたと伝えられている。現在は下記の８社が残る。 

 

4-２.出雲大社の摂社 

4-２-１.出雲大社摂社の上ノ社 

祭神は、素戔嗚尊（スサノオノミコト）厄除けの神と櫛稲田姫尊（クシイナダヒメノミ

コト）家内安全の神である（写真 4-13 と図 4-1）。 

◎素戔嗚尊：素盞嗚大神はイザナギの鼻から生まれた男神の素戔嗚（ｽｻﾉｵ）大

神・海原の神である。素戔嗚大神は、伊許諾大神が膜をされたときにお生まれ、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、お死亡に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、これまでのお振る舞いを

深く悔やまれ、朝鮮半島の新羅国あ

たりの降りられ，舟によって出雲国に

やって来た。そして、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」から人々を款うことを決

意、叡知を尽くし、苦闘を重ねた末、

ついにこれを退治され、平和な国をつ

くりあげられた。雄々しく、やさしい神と

なった素戔嗚大神は、その偉大なご

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。 

◎櫛稲田姫尊は、日本神話に登場す

る女神で、ヤマタノオロチ退治の説話

で登場する。アシナヅチ・テナヅチの８人の娘の中で 後に残った娘。ヤマタノオロチの生贄にされそうになって

いたところを、スサノオにより、姿を変えられて湯津爪櫛（ユツツマグシ）になる。スサノオは、この櫛を頭に挿してヤ

マタノオロチと戦い、退治する。スサノオとの結婚が決まると、クシナダヒメは、すぐにスサノオの神通力によって変

形させられ、小さな櫛に変えられた。そして、櫛としてスサノオの髪に挿しこまれ、ヤマタノオロチ退治が終わるま

では、その状態であった。ヤマタノオロチ退治の準備はスサノオの指示で、アシナヅチとテナヅチが行った。クシ

ナダヒメを頭に挿したスサノオは、見事十束剣によって、ヤマタノオロチを退治する。 ヤマタノオロチを退治した後、

スサノオは、クシナダヒメと共に住む場所を探して、須賀の地に宮殿を建てた。すなわち、家内安全の神になった。 

 

写真 4-13.摂社の上ノ社 

 

図 4-1.素盞嗚尊と大国主との関係 
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4-２-２.出雲大社摂社の黒太夫社 

祭神は、大山祗神(ｵｵﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ) 山

の神と猿田毘古神(ｻﾙﾀﾋｺ-ﾉ-ｶﾐ) 交

通安全、導き神である。西鳥居を出た

突き当たりに鎮座。黒太夫社は当地の

氏子・祖先神を祀ると伝える。そのた

め、本殿の参拝前に、黒太夫社に参

拝するのが正しい順番とする（写真 4-

14 と図２-２）。 

◎大山祗神は、大山積神・大山津見

神ともいい、日本神話に登場する

神。別名は和多志大神・酒解神で

ある。『古事記』では、神産みにお

いて伊弉諾尊と伊弉冉尊との間に

生まれた。 

素戔嗚尊の妻となる櫛稲田姫(ｸ

ｼﾅﾀﾞ-ﾋﾒ）の父母、足名椎命・手名

椎命（ｱｼﾅﾂﾞﾁ･ﾃﾅﾂﾞﾁ）はｵｵﾔﾏﾂﾐ

の子と名乗っている。その後、スサ

ノオの系譜において、オホヤマツミ

神の娘である神大市比売神（ｶﾑｵﾎ

ｲﾁﾋﾒ）との間に大年神と宇迦之御

魂神（ｳｶﾉﾐﾀﾏ）をもうけていると記し

ている。また、クシナダヒメとの間の

子、八嶋士奴美（ﾔｼﾏｼﾞﾇﾐ）は、オ

オヤマツミの娘の木花知流姫（ｺﾉﾊ

ﾅﾁﾙﾋﾒ）と結婚し、布波能母遅久奴

須奴(ﾌﾊﾉﾓﾁﾞｸﾇｽﾇ）を生んでいる。ﾌﾊﾉﾓﾁﾞｸﾇｽﾇの子孫が大国主である。神名の「ツ」は「の」、「ミ」は神霊の意

なので、「ｵｵﾔﾏﾂﾐ」は「大いなる山の神」という意味となる。別名の和多志大神の「わた」は海の古語で、海の神

を表す。すなわち、山、海の両方を司る神ということになる。大山祗神は山の神と言われる。 

◎猿田毘古神：サルタヒコとサルタヒコノカミは、日本神話に登場する神。天孫降臨の際に、天照大神に遣わさ

れた瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）を道案内した国津神。『古事記』では猿田毘古神・猿田毘古大神・猿田毘古之

男神、『日本書紀』では猿田彦命と表記する。伊勢国五十鈴川のほとりに鎮座したとされ、中世には、庚申信仰

や道祖神と結びついた。邇邇芸尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）が天降り時、天の八衢（道がいくつにも分かれている所）に立っ

て高天原から葦原中国までを照らす神がいた。その神の鼻の長さは七咫（ななあた）、背（そびら）の長さは七尺

（ななさか）、目が八咫鏡（やたのかがみ）のように、また、赤酸醤（アカカガチ）のように照り輝いているという姿で

  

写真 4-14.摂社の黒太夫社 

 

図２-２.須佐之男命と宇迦之御魂神と大山津見神 
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あった。そこで、天照大神と高木神(ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞ）は、天宇受売命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ）に、その神の元へ行って誰であるか尋

ねるよう命じた。その神が国津神（ｸﾆﾂｶﾐ)の猿田彦で、邇邇芸尊らの先導をしようと迎えに来た。 

『日本書紀』では、猿田彦が天宇受賣（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ）に自分を送り届けるように頼んだとなっている。猿田彦は故

郷である伊勢国の五十鈴川の川上へ帰った。『倭姫命世記』によれば、倭姫命が、天照大神を祀るのに相応し

い地を求めて、諸国を巡っていたとき、猿田彦の子孫である大田命（ｵｵﾀﾉﾐｺﾄ)が倭姫命を先導して五十鈴川の

川上一帯を献上したとされている。大田命の子孫は、宇治土公（ｳｼﾞﾉﾂﾁｷﾞﾐ）と称し、代々、伊勢神宮の玉串大

内人に任じられた。また、二見興玉神社（三重県伊勢市二見町）の由緒書によれば、同神社の境内の海中に位

置する興玉神石は、天孫降臨の際に、猿田彦が降り立たれた神跡であると伝えられている。猿田毘古神は、交

通安全と導き神である。https://ja.wikipedia.org/wiki/サルタヒコ 

 

4-３.出雲大社の末社 

4-3-1.出雲大社末社の笑殿社  

祭神は、事代主命（ｺﾄｼﾛﾇｼﾉﾐｺﾄ） 商売繁昌の神と少那毘古名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ） 医薬・健康の神であ

る（写真 4-15）。事代主命は、大国主命の御子神。少那毘古名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）は、大国主命とともに国づくり

に関わったとされる神である。 

 

    

写真 4-15.出雲大社末社の笑殿社の鳥居、標識と灯籠 

 

◎事代主命：事代主（ｺﾄｼﾛﾇｼ、言代主神）は、日本神話に登場する神。別名は八重言代主神と八重事代主

神（ﾔｴｺﾄｼﾛﾇｼ）である。神話によると事代主は、大国主と神屋楯比売との間に生まれた。葦原中国平定におい

て、タケミカヅチらが、大国主に対し国譲りを迫ると、大国主は、美保ヶ崎で漁をしている息子の事代主が答える

と言った。そこでタケミカヅチが、美保ヶ崎へ行き、事代主に国譲りを迫ると、事代主は「承知した」と答え、船を

踏み傾け、手を逆さに打って青柴垣に変えて、その中に隠れてしまった。タケミナカタもタケミカヅチに服従する

と、大国主は国譲りを承諾し、事代主が、先頭に立てば私の１８０人の子供たちも、事代主に従って天津神に背

かないだろうと言った。 

名前の「コトシロ」は「言知る」の意で、託宣を司る神である。言とも事とも書くのは、古代において「言（言葉）」

と「事（出来事）」とを区別していなかった。大国主の子とされているが、元々は、もともと、出雲ではなく大和の神

とされ、国譲り神話の中で出雲の神とされるようになった。日本書紀・神武紀には、神武天皇の後妻で皇后とな

る媛蹈韛五十鈴媛命（ﾋﾒﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ）に関して事代主神、共三嶋溝橛耳神之女玉櫛媛所生兒、號曰
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媛蹈韛五十鈴媛命。『事代主神、三嶋溝橛耳神（ﾐｼﾏﾉﾐｿﾞｸﾋﾐﾐﾉｶﾐ）の娘の玉櫛媛（ﾀﾏｸｼﾋﾒ）に共、（みあひ）し

て生める子を、なづけて媛蹈韛五十鈴媛命（ﾋﾒﾀﾀﾗｲｽｽﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ）ともうす。』とあり、事代主は神武天皇の岳父

（妻の父）となって、商売繁昌の神とされる。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

◎少那毘古名命：事代主命は、大国主命の子神であり、少毘古名命は、大国主命とともに国づくりに関わった

とされる神で、医薬・健康の神である。 

 

4-3-2.出雲大社末社の春日社  

祭神は、建御霊之男神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵﾉｶﾐ）武勇の神と天児屋根命：天児屋根命（ｱﾒﾉｺﾔﾈﾉﾐｺﾄ） 受験・勉学

の神である（写真 4-16）。磐座が祀られている。祭神は、藤原氏の氏神で、春日社の領家職が一族の一条家や

西園寺家であった事に由来する。 

 

   

写真 4-16.出雲大社末社の春日社の標識、神殿と鳥居 

 

◎建御霊之男神；ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ(ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵ)は、日本神話に登場する神。雷神、かつ剣の神とされる。相撲の元

祖ともされる神である。『古事記』では、「建御雷之男神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵﾉｶﾐ）」や「建御雷神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｶﾐ）」、『日本

書紀』では「武甕槌」や「武甕雷男神」などと表記される。『古事記』では、「建布都神（ﾀｹﾌﾂﾉｶﾐ）」や「豊布都神

（ﾄﾖﾌﾂﾉｶﾐ)｣とも記される｡ 

神産みにおいて、伊弉諾尊（伊邪那岐）が火神軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）の首を切り落とした際、十束剣「天之尾羽

張（ｱﾒﾉｵﾊﾊﾞﾘ）」の根元についた血が、岩に飛び散って生まれた三神の一柱である。『日本書紀』では、このとき

甕速日神（ﾐｶﾊﾔﾋﾉｶﾐ）という建御雷の租が生まれたという伝承と、建御雷も生まれたという伝承を併記している。

神武東征時に、さらに後世の神武東征においては、建御雷の剣が熊野で手こずっていた神武天皇を助けてい

る。熊野で熊が出現したため、あるいは毒気によって、神武の全軍が気を失うか力が萎えきってしまったが、高

倉下（ﾀｶｸﾗｼﾞ）が、献上した剣を持ち寄ると天皇は目をさまし、振るうまでもなくおのずと熊野の悪神たちを、こと

ごとく切り伏せることができた。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

名前の「ﾐｶﾂﾞﾁ」は、イカヅチ雷に接頭語「ミ」をつけた「ﾐ･ｲｶﾂﾞﾁ」の縮まったものであり、雷神は、剣の神でも

ある。平城京に、春日大社（奈良県奈良市）が作られると、中臣氏は、鹿島神を勧請し、一族の氏神とした。信

仰：雷神、刀剣の神、弓術の神、武神と軍神として信仰されている。 
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◎天児屋根命：日本神話に登場する神。神社の祭神としては、天児屋根命とも表記される。春日権現（ｶｽｶﾞｺﾞ

ﾝｹﾞﾝ）、春日大明神とも呼ぶ。居々登魂命（ｺｺﾞﾄﾑｽﾋﾞ）の子で、妻は、天美津玉照比売命。天押雲命の父。岩戸

隠れの際、岩戸の前で祝詞を唱え、天照大神が、岩戸を少し開いたときに太玉命とともに鏡を差し出した。天孫

降臨の際、瓊瓊杵尊に随伴し、古事記には中臣連の祖となったとある。 名前の「コヤネ」は「小さな屋根（の建

物）」の意味で、託宣の神の居所のことと考えられる。中臣連の祖神で、中臣神社（京都市山科区）、枚岡神社

（大阪府東大阪市）、春日大社（奈良県奈良市）、吉田神社（京都市左京区）などに祀られている。また、江戸時

代後期の国学者・平田篤胤の説では、この神は、思兼神と同一神であるとしている。天児屋根命は、受験・勉学

の神である。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 

4-3-3.出雲大社末社の稲荷社 

稲荷神社の祭神は、倉稲魂尊（ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）である。倉稲魂尊は、日本神話に登場する神。『古事記』では宇

迦之御魂神（ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）、『日本書紀』では、倉稲魂命（ｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏ）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。古くから女神とされてきた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（写真 4-17）。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。ス

サノオが、クシナダヒメの次に娶った神大市比売（ｶﾑｵｵｲﾁﾋﾒ）との間に生まれている。同母の兄に、大年神（ｵｵ

ﾄｼ-ﾉ-ｶﾐ）がいる。大年神は、一年の収穫を表す年穀の神である。イザナギとイザナミが飢えて気力がないとき

に、産まれたとしている。飢えた時に食を要することから、穀物の神が生じたと考えられている。神武天皇が、戦

場で祭祀をした際に、供物の干飯に、厳稲魂女（ｲﾂ-ﾉ-ｳｶ-ﾉ-ﾒ）という神名をつけたとあり、本居宣長は『古事

記伝』において、これをｳｶ-ﾉ-ﾐﾀﾏと同じとしている。祭神は、宇迦之御魂神（ｳｶﾉﾐﾀﾏ-ﾉ-ｶﾐ）で、五穀豊穣・商

売繁昌の神である。https://ja.wikipedia.org/wiki/ 

 

   

写真 4-17.出雲大社末社の稲荷社の標識、神殿と鳥居 

 

宇迦之御魂神の別名は、御饌津神（ﾐｹﾂﾉｶﾐ）である。揚げを使った料理を「稲荷」とも呼ばれた。宇迦之御魂

神と倉稲魂神は、ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉｶﾐと同じ読み方である。一般に、「稲荷神（ｲﾅﾘﾉｶﾐ）」の名前で親しまれる。宇迦之御

魂神は、基本的には穀物の神で、須佐之男神と神大市比売神（ｶﾑｵｵｲﾁﾋﾒ）との間の子供で、大年神（ｵｵﾄｼ-ｶ

ﾐ）の妹に当たる。スサノオは、日本神話に登場する神である。一般には、大宜都比売神（ｵｵｹﾞﾂﾋﾒ-ﾉ-ｶﾐ）・保食

神（ｳｹﾓﾁ-ﾉ-ｶﾐ）、伊勢の神宮外宮の豊受大神（ﾄﾖｳｹ-ｵｵｶﾐ）と同一である。呼び名「ﾐｹﾂ」は、若狭国を御食国

（ﾐｹﾂ）と呼ぶ。若狭国の西方にある籠神社（ｺﾉｼﾞﾝｼﾞｬ）の奥宮（真名井神社）には、豊受大神（ﾄﾖｳｹ）を祀り、神

は天御中主神（ｱﾒﾉﾐﾅｶﾇｼ)・国常立尊（ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁ）ともいわれ、「宇迦之御魂」と言われる。食物や穀物を司る神
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は女神で、宇迦之御魂は女神という。「豊受大神」＝「豊宇気比売神（ﾄﾖｳｹﾋﾞﾒ）」＝「宇迦之御魂」。  

伏見稲荷大社のある地域には、それ以前から原信仰があったようで、神々が降臨したという稲荷山の峰々には

大小の古墳が築かれていた。それは、秦氏が山城国「深草」に進出する以前から、この辺りを支配していた首長

の墓域であったことを想像させる。その古墳は、「一の峰古墳」が円墳、「二の峰古墳」が前方後円墳、主祭神の

「三の峰古墳」は墳形不明ではあるが前期古墳（３～４世紀）。後期古墳（６～７世紀）の円墳になっている。主祭

神である「三の峰古墳」の築造年代が、邪馬台国成立の時代に重なる。また、稲荷山の降臨伝承には、「三の峰」

に降臨した宇迦之御魂の他に、「一の峰」には天宇受売命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ）、「二の峰」には猿田彦命（ｻﾙﾀﾋｺ）の夫婦

が降ってきたと伝えられていた。猿田彦は、瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞ）らの降臨を先導し、道案内をした神である。「瓊瓊杵

尊」＝「宇迦之御魂」とも考えられる。 

 

4-3-5.出雲大社末社の弁財天社 

◎市杵島姫命：天照大神と素戔嗚尊の誓約において、アマテラスが、スサノオの剣を噛んで噴き出した霧によ

って生まれた宗像(むなかた)三神のうちの 1 神で、３女神の第３子である。天照大神と素戔嗚尊が誓約(うけい)

をしたとき、素戔嗚尊の剣から神に斎(いつ)く島の女性の意味をもつ。「日本書紀」では瀛津島姫(ｵｷﾂｼﾏﾋﾒ)命

の別名。「古事記」には市杵島比売命とあり、別名は、狭依毘売(ｻﾖﾘﾋﾒﾉ)命である。祭神は、市杵島姫命は財

運・美容・芸能の神である（写真 4-18）。 

 

    

写真 4-18.出雲大社末社の弁財天社の標識、神殿と鳥居 

 

 4-3-6.出雲大社末社の崇神天皇社 

祭神は、別名、御真木入日子印恵命（ミマ

キイリヒコイニヱノミコト）の崇神天皇であ

る。祭神は、崇神天皇により再興されたという

社伝に由来する。第 10 代崇神天皇（スジン

テンノウ:前 97－前 30）この社を通して山の

辺の道の御陵を遥拝する（写真 4-18）。 

生没年：開化１０（前 148？）～崇神６８年

（前 30？）（120 歳：日本書記）（168 歳：古事

記）。在位期間：前 97-前 30 年、先代：開化

 

 

写真 4-19.第 10 代崇神天皇野御陵と崇神天皇社 
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天皇の第２子、次代:垂仁（ｽｲﾆﾝ）天皇。別称:日本書紀では、御間城入彦五十瓊殖天皇、御肇国天皇、古事

記では御眞木入日子印恵命、御眞木天皇、所知初国天皇である。皇居:磯城瑞籬宮。宮:日本書紀は、磯城瑞

籬宮阯碑（奈良県桜井市）。伝承地は、奈良県桜井市金屋の志貴御県坐神社。宮（皇居）は、『日本書紀』では、

磯城瑞籬宮(ｼｷﾉﾐｽﾞｶｷﾉﾐﾔ）、『古事記』では、師木水垣宮（ｼｷﾉﾐｽﾞｶｷﾉﾐﾔ）である。 

 

 

陵・霊廟：崇神天皇 山邊道勾岡上陵 （奈良県天理市柳本町）と治定。公式形式は前方後円。考古学名は

「行燈山古墳」（前方後円墳、墳丘長 242m）。『古事記』に「山邊道勾（まがり）之岡上」。遺跡名：行燈山古墳。

母：伊香色謎命（イカシコヒメ：物部氏遠祖・大綜麻杵の娘：日本書紀）。皇后：御間城姫（ミマキヒメ）。皇妃：遠津

年魚眼眼妙媛、大海媛。皇子皇女：伊邪能真若命、国方姫命、千衝倭姫命、倭彦命、五十日鶴彦命。 

 

4-4.御蔭山(御神体山)  

国常立尊（ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁﾉﾐｺﾄ）は、国土安泰の神

である。山中にあり、古来より御蔭山は国常立尊

の鎮座する地として禁足地とされた。現在も立ち

入り可能なのは、国常立尊を祀る磐座までの参

道のみである。国之常立神(ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁﾉｶﾐ）は、

日本神話に登場する神である。日本神話の根源

神として一部神道・新宗教で重要視されている。

『日本書紀』においては、初めての神とされる。

『古事記』では国之常立神、『日本書紀』では国

常立尊（ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁﾉﾐｺﾄ)と表記されている｡別名､

国底立尊(ｸﾆﾉｿｺﾀﾁﾉﾐｺﾄ）。神名の「ｸﾆﾉﾄｺﾀﾁ」

は、日本の国土の床（とこ、土台、大地）の出現

を表すとする説や、日本国が永久に立ち続ける

説などの諸説がある。ゆえに、国常立尊は、国

土安泰の神である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/国之常立神。 

 

 

  

写真 4-20 第 10 代崇神天皇の磯城端籬宮阯碑と山辺道勾岡上陵 

 

写真 4-21.御蔭山(御神体山) 
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5.おわりに 

５-1.元出雲と言われる出雲大神宮の由来 

その千歳の古道の奥客にそびえる御神体山（御蔭山）を仰ぐその麓に、元出雲と言われる「出雲大神宮」が鎮

座する。島根県の有名な出雲大社より古く、丹波国一宮・延喜式内社・名神大神・出雲大神宮の荘厳なる神庭が

見られる。亀岡市千歳町出雲というところにあるこの神社近辺は、盆地を一望するには、格好の場所といえる。丹

波が湖であった時代は、生活や祭祀の場、文化の中心として繁栄していた。この出雲大神宮は大国主命とその

后神にあたる三徳津姫命をまつる延喜の制の名神大社である。神社は本殿の背後に円錐形に美しくそびえる

「御影山」そのものが太古より崇められていたと伝える。御影山が神体山として、「出雲の大神」として崇められ、想

像以上に古い時代である。崇神天皇の時代に大和の三輪山が崇められ、御影山はその時代より古くから出雲の

大神の神体山であった。この出雲大神が、国史 初、地球 初の国祖と秤奉ることは、我が国の神祗道に正史と

して伝える国常立尊が丹波の国、亀岡の祭神と思われる。 

この桑田郡がそういう立地条件でもって「神都」となり、大和と出雲両国への文化の伝達もあったと考えられる。 

証しとして富士浅間神社に伝わる古記録、富士古文書一富士文庫、徐福伝、宮下文書、神皇記一がある．その

中で、太古において国常立尊は天から地上に下り、田場（たにば）の真伊原にましまして桑田の宮（出雲の宮）を

築かれ、国の半分を農業として理想的に統治された統治界の物語として記述している。国常立尊は後に田羽-田

場-出雲御神体山に葬られ、そして出雲児女皇らによってその御神体山の麓の祠に祀られる。出雲児女が桑田

の宮と国常立尊の祠を守護。この出雲昆児女皇も、後は御神体山に葬られる。毘女は三徳津昆児女とされて祠

に祀られ、出雲大神と呼ばれるようになった由も伝えられる。亀岡はもともと桑田郡に位置し「桑田の宮」に符合す

る。三徳津姫命は、出雲大神宮の祭神であることなどを思いめぐらせる。この神社が古来より出雲の大神と崇めら

れていた結論に導かせるのである。田羽山なるもの（谿羽：たには）が、神体山の御蔭山に相当する。 

 

５-2.出雲さんのご由緒〟より抜粋 

元明天皇の和銅 2(709)年 10 月 21 日、勅命により御影山の麓に社殿が創建されました。本殿背後の御影山は

社殿が創建される以前より信仰され、今なお国常立命の鎮まる聖蹟である。当宮に、伝わる絵図(鎌倉時代・市指

定文化財)に御影山を中心にして、社殿と思われる建物が２，３しか描かれていないのも、御影山の信仰の深さを

物語っています。 

 旧記には、丹波国出雲社(当宮のこと)は、和銅年間に、出雲国杵築大社(今の出雲大社)にお遷りしたとあり、元

出雲と呼ばれております。歴代天皇はもとより、足利尊氏や細川勝元らが社殿を修造するなど、当宮の崇敬極め

て篤く、延喜式には名神大社に列せられ、丹波国一宮、神位も正一位の 高位を授けられ、国内唯一の名社で

ある。鎌倉時代末期に、吉田兼好が著した『徒然草』第二百三十六段にも当宮の事が記されています。 明治の

制度では国幣中社に列せられ、毎年の祈年祭はもとより、国難に際しては、必ず御勅使を差遣わされました。 

 

５-3.平成祭礼データ 

 御祭神 当宮では、二柱を合わせ特に出雲大神、出雲太神宮（日本書記）、出雲神社などと称し、奉り建国の

所由によって元出雲といわれる。従って縁結びの神ということも当宮を指すのである。鎌倉時代以後、京における
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争乱がつづき広大なる神領は失われ（愛宕神社の愛宕山も、その領域大原神社の小塩山は飛地社領）由緒も埋

れた。兵乱のない島根半島の大社は、国譲りした大国主大神御一柱を祀る慰霊の社にすぎない。そこでは６０年

毎にお建替えが行われるが、愈竣功なると神火は丹波よりということが、一般に信ぜられている。社殿創立後、 

現在の社殿はその様式は、全国第一の古重要文化財に指定されている。丹波国一之宮。延喜の制名神大社。

明治之制国幣中社。宮司家には「千年の火」を伝えると言われている。粥占祭大護祭などの神事に用いられてい

る火が特に尊ばれている所以である。  
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府神社庁の関係各位に感謝申し上げます。 

(2017 年 12 月 1 日受稿、2018 年 1 月 25 日掲載決定)  

参 考 文 献 

１）『関東御教書』ならびに『社領傍示絵図』、にもとづく（『日本の神々』出雲大神宮項）,1234 年。 

2）谷川健一編；『日本の神々-神社と聖地- 7 山陰青盛透「出雲大神宮」』、白水社、1985 年。 

3）出雲大神宮史編纂委員会;「社殿創建 1300 年大祭記念、丹波国一之宮、出雲大神宮史」、社殿創建 1300 年

大祭記念事業奉賛会、2009 年。 

4）『ふるさとの名品 -指定文化財の世界-』、亀岡市文化資料館（第 56 会企画展図録）、2014 年。 

5）出雲大神宮；「京都 丹波国一宮 出雲大神宮」、出雲大神宮、2017。 

6）出雲大神宮；「京都 丹波国一宮 旧国幣中社 元出雲 出雲大神宮」、出雲大神宮、2017。 

 

11）https://ja.wikipedia.org/wiki/出雲大神宮 

12）http://www.izumo-d.org/yuisyo.html 出雲大神宮 

13）http://kamnavi.jp/yamasiro/izumodai.htm 出雲大神宮 

14）http://www.kameoka.info/seeing/shrines-temples/出雲大神宮 

15）http://www.genbu.net/data/tanba/izumo_title.htm 出雲大神宮 

16）http://blog.livedoor.jp/myacyouen-hitorigoto/archives/出雲大神宮 

17）http://masakaki.web.fc2.com/newdir/kyouto/izumo1/izumo1.htm 出雲大神宮 

 

別表.京都府亀岡市、出雲大神宮と地域の歴史 

和歴 西暦 内   容 

和銅 02 709 
第 43 代元明天皇（707-715）により、平城京への遷都（和銅３年３月）される前の 10 月 21 日

に勅命により、社殿が創建された。 
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弘仁 08 818 

１２月 １６日 、国 史 の初 見 は『日 本 紀 略 』の年 、『丹 波 国 桑 田 郡 出 雲 社 、名 神

に預 かる』という記 述 であり、この時 代 には、すでに有 力 な神 社 になっていたこと

がわかる。 

承和 12 845 ７月 16 日、神階。無位から従五位下 （『続日本後紀』）の表記は「出雲神」。 

貞観 14 872 11 月 29 日、神階。従四位上 （『日本三代実録』）-表記は「出雲神」。 

元慶 4 880 ６月２１日、神階。正四位下 （『日本三代実録』）-表記は「出雲神」。 

延喜 10 910 8 月 23 日、神階。六国史以後。正四位上 （『日本紀略』）。 

正応 05 1292 12 月 25 日 、雨 乞 いの功 を示 したことから神 階 が、 高 位 の正 一 位 。 

貞和元 1345 

三 間 社 流 造 で、前 室 を有 し、檜 皮 葺 屋 根 の社 殿 は、足 利 尊 氏 （ｱｼｶｶﾞ  ﾀｶｳ

ｼﾞ）により、後 にも幕 府 管 領 の細 川 勝 元 （ﾎｿｶﾜ ｶﾂﾓﾄ）により修 造 され現 在 に

至 る。社 殿 は旧 国 宝 で、重 要 文 化 財 に指 定 されている。足 利 尊 氏 により現 在

の社 殿 が造 営 された。 

文化 10 1813 
上ノ社、祭神は、素戔嗚尊と櫛稲田姫尊で、大国主命の祖先にあたる。社殿は造営とされ

る。大型の一間社流造で、一間社としては珍しく前室を有する。 

明治 04 1871 

５月１４日、近代社格制度において国幣中社に列し、神宮寺を現在の極楽寺に借地移転し

た。極楽寺所蔵で重要文化財に指定されている十一面観世音菩薩像は、神宮寺時代に安

置していたものとされる。 

明治 11 1878 拝殿：入母屋造妻入、檜皮葺の舞殿形式で造営。 

明治 39 1906 ４月１４日、重要文化財（国指定）：本殿（建造物）：室町時代前期。国指定。 

大正 13 1924 民族文化財を再開。 

昭和 45 1972 ３月31日、亀岡市指定文化財：有形文化財・出雲神社牓示図及び関係文書(絵画)が指定。 

昭和 59 1984 4 月 14 日、京都府登録文化財：無形民俗文化財 出雲風流花踊-登録。 

平成 08 1996 
6 月 27 日、本殿内陣の三間に神体として祀られている彫刻の男神 3 像が重要文化財（国指

定） 

 


