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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 Tsugawa Shrine" which is Kishiwada-City, OSAKA, an area of ancient Izumi-no-kuni. About 

shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management method.  

Tsugawa Shrine was founded by The tenth Emperor Sujin (previous 30 years before 97 -). Worshipped 

Gods is Ikasuri-no-kami/Zama-no-kami (Ikui-no-kami, Sakui-no-kami, Tunagai-no-kami, Asuha-no-kami 

and Hahiki-no-kami). Festival God of Keidai Massha is Tenzinsha (Sugawara-no-Michizane), Yasakasha 

(Susanoo-no-Mikoto), Shiragasha (Sarutahiko-no-Mikoto), Ebisusha (Kotoshironushi-no-Mikoto). Ikui-

no-kami, Sakui-no-kami, Tunagai-no-kami is a god of well (water well).Tsugawai Shrine enshrine did 

Kumano-Gotei by Goshirakawa-in, after the latter period in the Heian era in Eiryaku former (1160) year. 

Shrine Pavilions are Sankensha-Nagaredukuri and Roof-Hiwadabuki. In Kei 7 (1602), Toyotomi Hideyori 

made a major repair with Katagiri Katsumoto as Hushin-Bugyō. The current building is the color of elegant 

and high column sculpture of Momoyama architecture. In Taisho 3 (1914), Honden was designated as a 

special protection structure. In Showa4 (1929) year, Honden became the national treasure by the national 

treasure preservation method. In the Heisei 28 (2016), the main hall of important cultural assets became 

beautiful by preservation repair projects. 

The size of shaden is between the frontage (max 12.51m, average 8.31m and min 2.51m), depth (max 7.28m, 

average 5.25m and min 2.89m), and area (max 91.07m, average 51.18 m and min 7.25 m) is there. Keidai 

Massha is ➀Nagase Shrine/Ukemoti-no-ookami, ②Taga Shrine/Izanagi-no-Mikoto, ③Ame-no-Mikumari 

Shrine/ Amenomikumari-no-ookami,④Benzaiten Shrine/Hakusui-Benzaiten,⑤Goryou-Shrine/ Uziko-Eirei. 

The height of Torii (7 units) is maximum 5.56m, the average 3.71m and the minimum 2.53m. 
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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、〒596-0104 大阪府岸和田市積川町 350 にある積川神社、古代の地域である。積川神社の所

在地は、北緯 34 度 25 分 30 秒  東経 135 度 26 分 22 秒で、標高：71.7ｍである。神社創建は第 10 代崇神天皇

(前 97-前 30 年)時代である。社格等は式内小社、和泉之国 四ノ宮、郷社である。主祭神は座摩神（生井神、福井

神、綱長井神、阿須波神と波比岐神） である。岸和田市は、南北朝時代初期は「岸」と呼ばれた。建武元（1334）

年、楠本正成一族の和田高家が、「岸」に城を築き、根拠地としたことから「岸の和田殿」と呼ばれ、「岸」+「和田」か

ら「岸和田」の起こりである。岸和田城は紀州根来寺を監視する重要な場所で、根来寺壊滅後は小出秀政 （豊臣

秀吉の叔父）が城主となった。小出氏は五層の天守閣を築き、その後江戸時代に入り、松平氏を経て岡部家が入

城。以後、岡部家が十三代続き、明治維新を迎えることとなりました。 

岸和田市の積川集落は、岸和田市街中心部から南東約８ｋｍ、牛滝川沿いに位置し、牛滝街道が集落を南北

に縦貫している。積川とは、牛滝川、後に宮川（旧深山川）と）の落差を以て流れ込む意味である。江戸時代の支

配関係は幕府領、武蔵川越藩領、幕府領、常陸土浦藩領、幕府領、清水家

の領地、幕府領となり明治を迎えている。用水は溜池に頼っていたようで、干

ばつが多く、２割程が木綿栽培であった。小川に沿った細い道が旧牛滝街

道で、その街道に沿って２００ｍ程の古い伝統的な様式の家屋が並ぶ町並

みが展開している。街道と云っても２～３ｍ程度の幅の細い道で、人も車も殆

ど通らない。牛滝川の水源は、和歌山県との境に聳える葛城山(858m)から流

れている。川相は、岩盤を削る渓流で、層状の岩が河床に露出している。岸

和田市の環境は、面積:72.68km2、総人口:約 20 万人、人口密度:2,660 人

/km2 である。隣接自治体は、和泉市、貝塚市、泉北郡忠岡町、和歌山県：紀

の川市、伊都郡かつらぎ町である。市の木と花は、クスとバラである。境内においては、歴史背景を抑えつつ積川

神社の社殿・拝殿、鳥居、石灯籠の詳細なデータ解析を行った。さらに文献等によって神社および周辺の歴史、

伝承地の由来についても調査研究を行った。座摩神と類似の神社との関係を考察した。 

明治 40（1907）年、積川村にあった八坂神社、菅原神社、白鬚社の各村社が積川神社に合祀された。建保５

（1217）年の後鳥羽・女院両院の御幸記には、泉州路で種(積)川使を勤めた者と熊野御幸の路次の各社に院の奉

幣使が立てられた記録がある。 

本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての積川神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。既存の神

社鳥居の関連資料情報を収集して、調査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。国内においては、神社鳥居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

 

写真 1.牛滝川と深山川の相会地 
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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が重要である。筆者は、鳥居について

回帰方程式によって勾配と決定係数を解明した。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英語の翻

訳を添付した。 後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

２.積川神社の資料 

2-1.宮中神の「座摩（いかすり）巫祭神五座」 

宮中神の「座摩巫祭神五座」は、「生井（ｲｸｲ）神・福井（ｻｸｲ）神・綱長井(ﾂﾅｶﾞｲ）神・波比砥（ﾊﾋｷ）神・阿須波神」

の五神である。その井三神は、生井（いきいきした井）・福井（栄える井）・綱長井（生命の長い井）である。「座」は

「居処」、「摩」はシリの音転スリの宛字。つまり敷地の神で、注に「大宮地の神の霊」とある。 

縁起（水神）の当社は、もと一条猪熊に鎮座ましませる座摩五座の中に豊太閣 聚楽邸を起さる際し（天正１５

（1587）年）福井綱長井の二坐を合祀し、其の二字を取り福長大明神として当町に遷された。二神は 多くの神を生

み、萬物を掌るべき、分かち授けた。生井、福井と綱長井の三社の神は、御井の神として吾人の飲料を守護。我国

唯一無二の水神である。座摩（いかすり）は、居所知（いかしり）の意である。この五座の神は宮所の守護の神で、

官幣の大社である。貞観元（859）年、座摩神に従四位上を授けた。➀井神三神は、人の生活に必要な井水を守り

ます神である。生井は、生々活発の井水である。②福井は、 幸井・栄井で、繁栄の井水とたたえたもの、③綱長井

は、釣瓶を吊す綱の長くして、深く清い井とたたえたものである(表 2-1)。 

 

 

京都市上京区室町通武者小路下る今出川下福長町に、福長神社がある。稲荷の神と福井神・綱長井神を祀ると

ころから福長大明神といい、後の二神は、神祇官の西院に祀られた座摩巫の祭る神五座のうちの二座で、豊臣秀

吉が聚楽第を築いた時にあつたが、現在の地に移して水神として崇敬されている。式内社調査によると、大阪市の

表 2-1.宮中神の「座摩巫祭神五座」 
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難波では、生國魂神社の類例として坐摩神社（大阪市中央区久太郎町、式内大社）の鎮座もある。坐摩神社祭神

の座摩神は、宮中で「座摩巫」という専門の巫女により奉斎される重要な神々であった。生國魂神社は上町台地北

端部（現在の大坂城の地）から現社地に鎮座したとされる。この坐摩神社も大坂城付近に鎮座した。上町台地北端

部では難波宮も営造され、生國魂神社・坐摩神社ともに難波宮との関わりが指摘される。宮中の座摩神・生島足島

神自体が元来は難波地方の地主神（国魂）であったとする説や祭祀の淵源が５世紀の河内王朝の時代まで遡ると

見る説がある。相殿神の大物主神は後世の配祀で、社伝では永禄元年（1558 年）の社殿造替時に境内社から本

殿に遷座・配祀されたとする。 

 

表 2-1 は宮中神の「座摩巫祭神五座」で、経緯度、標高、創建時、主祭神と社格を比較した。創建では、神武

天皇と崇神天皇の時代が古く、次に古いのは、神功皇后(200-270)時代である。 

 

  

図 2-1.宮中神「座摩巫祭神五座」の経緯度 図 2-2.宮中神の「座摩巫祭神五座」の標高 

 

図 2-1 は、宮中神の「座摩巫祭神五座」の経緯度で、東経が大きくなるにつれ、北緯も大きいのは福井市の足羽

神社である。その逆は大阪の３神社である。宮中神の「座摩巫祭神五座」の経緯度について、東経と北緯との関係

図のデータである。東経と北緯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）の曲線回帰方

程式を与えられる。ここで、X は東経で、Y は北緯で、決定係数は R2 である。 

Y(北緯) = -2.887X2  +785.7X -53408  ……決定係数(R2 =0.9993) …測量値……(2-1) 

決定係数は約 0.9993 であることが判明した。図 2-２は、宮中神の「座摩巫祭神五座」の標高で、高い標高は

福井市の足羽神社である。次に高い神社は積川神社である。 

 

➀生井神（ｲｸｲﾉｶﾐ）：井水の神（生命力のある井戸水の神）、生々活溌の井水 

生井神は井水の神（生命力のある井戸水の神）、生々活溌の井水である。座摩神の五座（生井神，福井神，綱

長井神，波比伎)神，阿須波神）は、宮廷の井水と敷地とを守り坐す神である。ある。生井神とは、現社名で宮中三

殿（生井神・栄井神・綱長井神）の神殿で、人の生活に必要な井水を守る神である。生井は生々活溌の井水であり、

福井は幸井・栄井と繁栄の井水であり、綱長井は釣瓶(つるべ)を吊す綱の長くして、深く清い井である。摂津国西

成郡には、式内社坐摩神社がある。元の官幣中社、大阪市東区渡邊町に鎭座するが、これは、難波之高津宮(仁

徳天皇)に奉齋された座摩神の遺址に起るものと伝えられている。  
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②福井神（ｻｸｲﾉｶﾐ）：幸井・栄井と繁栄の井水・井水の神 

福井神は幸井・栄井と繁栄の井水・井水の神である。福井神は綱長井神で、稲荷神を祭神として祀る。社名は、

福井と綱長井の二神を合祀し、稲荷神も合祀して、「福長稲荷」とも呼ばれた。福井神と綱長井神は現在の大宮竹

屋町辺に祀られた。宮中神の五座は、「生井神)，福井神，綱長井神，波比伎神，阿須波神のうちの二座（生井神と

綱長井神)である。社伝では、と天正年間（1573-1592），天正１５（1587）年９月に豊臣秀吉の聚楽第造営あるいは

廃城の際と現在地に遍座したという。天正２年（1574）に織田信長が上杉謙信に贈ったと伝えられる洛中洛外図屏

風（狩野永徳筆）には，すでに現在地の福長神社が描かれている。 天明の大火・天明 8（1788）年 1 月で焼失した

後は小さな祠となったが，明治時代以降も水の神（屋敷内の井戸や泉の神）として、地元の人々から篤く信仰され

ている。  

③綱長井神（ﾂﾅｶﾞｲﾉｶﾐ）：津長井神・井水の神・釣瓶を吊す綱の長く深く清い井。 

綱長井神は津長井神・井水の神・釣瓶を吊す綱の長く深く清い井である。綱長井神は、人の生活に第一である

井水を守る神である。生井は生々活溌の井水で、福井（居）は、幸井・栄井で、繁栄の井水で、綱長井は釣瓶(つる

べ)を吊す綱の長くして、深く清い井とたたえられた。座摩神の五座は、宮廷の井水と敷地とを守り坐す神である。

摂津国西成郡には、式内社の坐摩神社がある。元の官幣中社、大阪市東区渡邊町に鎭座するが、これは、難波

之高津宮(仁徳天皇)に奉齋された座摩神の遺址に起るものと伝えられている。座摩神の五座は西院の神祇官北

庁に祭られていた。 

④阿須波（アスハノ）神：竃神（足場・足下の神。足の神であり旅の神） 

阿須波神は竃神（足場・足下の神。足の神であり旅の神）である。大年神（ｵｵﾄｼﾉｶﾐ）は、スサノオと神大市比売

（ｶﾑｵｵｲﾁﾋﾒ・大山津見神の娘）の間に生まれた神である。両神の間に宇迦之御魂神＝倉稲魂神の穀物神である

（図 2-3）。大年神と香用比売（ｶﾖﾋﾒ）の間の子に御年神（ﾐﾄｼﾉｶﾐ､ｵﾄｼﾉｶﾐ）と大年神と天知迦流美豆比売神（ｱﾒﾁ

ｶﾙﾐｽﾞﾋﾒ）が婚姻して５番目に生まれた神である（図 2-4）。大年神と天知迦流美豆比売神の生まれた神は 10 人

（➀奥津日子神、②奥津比売命（大戸比売神）、③大山咋神、④庭津日神、⑤阿須波神、⑥波比岐神、⑦香山戸

臣神、⑧羽山戸神、⑨庭高津日神、⑩大土神）である。阿須波神は大年神の５番目の御子神で、竃や屋敷、庭、

農地など、農業生活（稲作）のための神で、足盤、足場の神・足下の神で、足で踏んで立っているところを守る神と

される。ｱｽﾊは基盤と屋敷神である。これらを総合して、居処領（ｲｶｼﾘ）の神といわれる。 

  

図 2-3.建速須佐之男命と宇迦之御魂神＝倉稲魂神 図 2-4.大年神と天知迦流美豆比売神の御子神 
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図 2-3 は建速須佐之男命と宇迦之御魂神＝倉稲魂神の系図である。図 2-4 は大年神と天知迦流美豆比売神

の御子神である。 

⑤波比岐（ハヒキノ）神：竃神（ｶﾏﾄﾞ・屋敷神・庭の神） 

波比岐神は大年神と天知迦流美豆比売神（ｱﾒﾁｶﾙﾐｽﾞﾋﾒ）が婚姻して生まれた６番目の神である。波比岐神は

竃神・屋敷神・庭の神である。座摩神とは「守護神」をいう。座摩神の歴史は神武天皇の頃とされる。平安京の宮

中の西院に平安京の西には座摩神という５柱の神々が祀られている。 

 

2-2.延喜式内社で和泉国五社 

表 2-2.延喜式内社の和泉国五社の比較 

 

 

表 2-2 は延喜式内社の和泉国五社のである。 

 

  

図 2-5.和泉国五社に関する経緯度 図 2-6.和泉国五社に関する標高 

 

図 2-5 は、和泉国五社に関する経緯度で、東経が大きくなるにつれ、北緯も大きいのは大鳥大社である。そ

の次ぎに大きい社は聖神社である。その逆は日根神社である。和泉国五社に関する経緯度について、東経と北

緯との関係図のデータである。東経と北緯との関係を究明するための考察方法として、次のような 2 変数（X と Y）

の回帰方程式を与えられる。ここで、X は東経で、Y は北緯で、決定係数は R2 である。 
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Y(北緯) = 1.1833X -1.877  ……決定係数(R2 =0.6789) …測量値……(2-2) 

決定係数は約 0.6789 であることが判明した。図 2-6 は、和泉国五社に関する標高である。大鳥大社と泉穴

師神社の標高は共に低い高さである。聖神社と日根神社の標高 50ｍは、共に中間の高さである。 後に 高標

高は、積川神社の 71.7ｍである。 

 

2-2.岸和田の「だんじり祭」と御神輿の渡御（おわたり） 

積川神社の「だんじり」・その人工的な輪を拝見（写真 2-1）。岸和田の「だんじり祭」の起源は元禄 16 年（1703

年）岸和田藩主岡部長泰が京都伏見稲荷を城内三の丸に勧請し、五穀豊穣を祈願した稲荷祭りにある。だんじり

［だんぢり］の曳行は町衆の余興的な奉納であるからである。積川神社の秋の大祭が終わると、神霊をお乗せした

御神輿が御旅所へ渡御しをする（写真 2-2）。この時、遠方の氏子の人達がその場所へ行って、無病息災を願って

御神輿にお参りをします。古くから、神様の加護を祈願して御神輿の下をくぐる慣わしがあります。昔は、岸和田の

浜辺まで渡御をし、潮掛け神事をしていました。 

 

写真 2-1.積川神社の「だんじり」・その人工的な輪 写真 2-2.積川神社の御神輿 

 

写真 2-1 は積川神社の「だんじり」・その人工的な輪である。写真 2-2 は積川神社の御神輿である。 

岸和田浦の積川神社借殿について、和泉国では、江戸時代初期頃までは、旧暦８月１５日の仲秋に、和泉国の

五社「➀大鳥（おおとり・堺市）、②泉穴師（あなし・泉大津市）、③聖（ひじり・和泉市）、④積川（つがわ・岸和田市）

と⑤日根（ひね・泉佐野市）」から、五社の総社が配された泉井上神社（和泉市）まで神輿が渡御し、放生会（ほうじ

ょうえ）が営まれていた（八幡神社系の祭礼は、仲秋８月１５日に

放生会が執り行なわれることが多ぃ）。積川神社の神輿は、渡御

に先立ち、岸和田の海岸付近に置かれた「借殿」で清めの潮掛を

行なった。 

 

2-3.積川神社御由緒略記(神社資料） 
境内社は岸和田市積川町３５０番地である。本社は、➀生井神

(ｲｸｲ)・➁栄井神（ｻｸｲ）・③網長井神（ﾂﾅｶﾞｲ）、④阿須波神（ｱｽ

ﾊ）と➄波比岐神（ﾊﾋｷ）である。（共に井水、土地の守護神）。 

御鎮座は、天神社（菅原道真公）、八坂社（須佐乃男命）、白髪社（猿田彦命）、大海社（豊玉姫命）と戎社（事代主

 

写真 2-3.積川神社御由緒略記 
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命）である。当神社は第 10 代崇神天皇の御代にこの地に到達された。 

その地名は、前に牛滝川、後ろに深山川と高低相合する地に位置するので「積川神社」の称がある。延喜武内社

で和泉五社に列し、歴代天皇の刺顔社として、又、武将の崇敬も厚く、天正（1573～1593 年）の頃までは社領 600

石を有し、格式の高い神社である。社域は牛滝街道に接して標高：71.7ｍの高所を占め、2500 坪の広さの境内を

有しでいる、本殿（三間社流造・桧皮葺屋根）は、慶長７（1602）年、豊臣秀頼が片桐且元に普請奉行として大修理

を命じて、現在に至る。その様式を伝える安土桃山時代の優雅広大なこと、特に高欄の彫り物の鮮やかなことは美

の極致とされています。この御本殿は大正 3（1914）年４月に特別保護建造物（国宝）に指定されましたが、昭和 25

（1950）年 8 月の法律改正により、改めて重要文化財に指定されました（写真 2-3）。   

御神徳は、主祭神（住居守護、家内安全、子孫繁栄、安産守護、旅行安全）、天神社

（学問成就、技能向上）、八坂社（病気平癒、健康安全）、白髭社（旅行安全、交通安

全）、大海社（豊漁祈願、航海安全）と戎 社（商売繁盛）である。 

 

2-4.積川神社の古地図 

積川神社に伝わる古地図（写真 2-4）には、熊野街道沿いの「遥拝鳥居」、岸和田浦

の「借殿」、五社総社の「御旅所」が描かれている。また、８月１４日に「借殿」で潮掛を行

ない、１５日には五社総社の「御旅所」へと渡御したことが記されている。南郡四郷（山直

やまだい・八木・加守かもり・木島）を通って二里（約８㎞）も離れた岸和田浦での潮掛で

あったが、元和五年（1619）、岸和田藩領が確立した頃に、取り止めとなったと推測され

る。江戸時代に入っては、各神社の氏地内での渡御となり、現在に至る。 

３.積川神社の由来と現在 

3-1.積川神社の和文由来と現在(和文) 
①神社創建：当神社は、第１０代祟神天皇(前 97-前 30 年)の御代にこの地に創立された。地名は前に牛滝川、後

に深山川と高低相会する地に位置するので積川の称がある。  

②主祭神・祭神：御祭神は生井神（ｲｸｲ）、栄井神（ｻｸｲ・栄井）、綱長井神（ﾂﾅｶﾞｲ・綱長井）、阿須波神（ｱｽﾊﾉｶﾐ）

と波比岐神（ﾊﾋｷﾉｶﾐ）「共に井水、土地の守護神」である。祭神は天神社（菅原道真公）、八坂社（須佐乃男命）、

白髪社（猿田彦命）と戎社（事代主命）である。生井と栄井と綱長井の三神は井泉の神である。阿須波神と波比岐

神は、大年神と天知迦流美豆比売の子で、家庭の神と足場の神である。 

③勧請神：永暦元（1160）年、平安時代後期の後白河院による熊野御躰を勧請した。第７７代後白河天皇(1155-

1158)は、鳥羽天皇の第４皇子、元号は久寿と保元。父親と母親は鳥羽天皇と藤原璋子（待賢門院）である。 

④勅願社（天皇の祈願）：積川神社は、和泉之国 四ノ宮に列し、天正の頃まで標高 71.7ｍの社領 600 石・2500

坪であった。氏地は、旧山直上村・山直下村・八木村・北掃守村の四ケ村である。氏子は、鳥居のある場所から朝

夕積川神社を遥拝して農作物の豊穣と家内安全を祈願した。その地は熊野街道(現岸和田市道久米田山滝線)で、

勅願社（ちょくがん）である積川神社を遥拝され旅路の安全を祈願した有名な神社である。 

⑤社殿の建造物：ⓐ本殿：本殿は三間社流造と屋根桧皮葺である。慶長７（1602）年、豊臣秀頼が片桐旦元を普

請奉行として大修理を加えた。現在は、桃山建築の優雅で高欄な彫物の色彩である。大正３（1914）年、本殿は特

 
写真 2-4.積川神社の

古地図 
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別保護建造物に指定された。昭和４（1929）年、国宝保存法によって国宝となった。平成 28（2016）年、重要文化財

である本殿は保存修理事業が実施され色鮮やかになった。ⓑ鳥居の扁額：寛治４（1090）年、白河上皇が熊野御

幸の途、積川神社を遥拝された時、「正一位積川大明神」の扁額を鳥居に掲げた。この「額」と人々が、この地で

「額づく(拝む)」という二つのことから、名づけられた有形文化財である。積川神社の椋（ムクノキ）は、一の鳥居を

入ってすぐの石段の脇にある。寛永１７(1640)年、岡部宣勝が摂津国高槻藩より入封した際、和泉国の岸和田藩濱

村にあった一の鳥居を和泉国の淀藩八木村額原に移動された。昭和６１（１９８６）年、白河上皇御宸筆の扁額神像

は重文指定で奉納された。鳥居に掲げられた扁額の筆磧が拙いのをご覧になり、筆を執られて「正一位積川大明

神」の八字を大書されたと伝えている。 

 

表 3-1.大阪府岸和田市、積川神社の和文詳細資料 

1 主祭神 座摩神（生井神、栄井神、綱長井神、阿須波神と波比岐神  

2 神社創建 第 10 代、崇神天皇(前 97-前 30 年)  

3 勧請神 永暦元年（1160 年）10 月の後白河院による熊野御躰を勧請 

4 祭 神 生井神、栄井神、綱長井神、阿須波神と波比岐神 

5 社格等 式内小社、和泉之国 四ノ宮、郷社、勅願社。 

6 祭 事 10 月 8 日 

7 宮 司 禰宜 積川 淳一 

8 鎮座地 596-0104 岸和田市積川町 350 標高：71.7ｍ。 

9 交通手段 JR 阪和線 久米田駅東へ約８km、バス：久米田駅から積川神社前下車 

10 位 置 北緯 34 度 25 分 30 秒  東経 135 度 26 分 22 秒  

11 電話・FAX TEL:072-479-0134 FAX: 072-479-0134 

12 本殿/拝殿 桧皮葺、三間社流造  

13 境内末社 天神社、八坂社、白髪社、戎社 

14 鳥 居 
扁額-寛治４（1090 年）、白河上皇の筆による。府指定有形文化財。八坂鳥居、戎社鳥居,

大海鳥居、若宮鳥居、参道鳥居 2、参道鳥居と額町鳥居の７基である。 

15 文化財 

国指定文化財：建造物の本殿と三間社流造正面千鳥破風付檜皮葺   

府指定文化財：彫刻の木造と男女神像と工芸品の扁額  

市指定文化財：天然記念物の積川神社の椋（ムクノキ） 

 

３-２.積川神社の由来と現在（英文） 

➀Foundation： Tsugawa Shrine was founded by The tenth Emperor Sujin (previous 30 years before 97 -). 

Tsugawai Shrine's place name is located in the area where the Usitaki River is located on the front side 

and the Miyama River is on the back side, so there is a name of Shuhekawa. 

②Worshipped Gods：Worshipped Gods is Ikasuri-no-kami/Zama-no-kami (Ikui-no-kami, Sakui-no-kami, 

Tunagai-no-kami, Asuha-no-kami and Hahiki-no-kami). Festival God is Ikui-no-kami, Sakui-no-kami, 
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Tunagai-no-kami, Asuha-no-kami and Hahiki-no-kami. In other words, it is "well water, a guardian deity of 

the land together". Festival God of Keidai Massha is Tenzinsha (Sugawara-no-Michizane), Yasakasha 

(Susanoo-no-Mikoto), Shiragasha (Sarutahiko-no-Mikoto), Ebisusha (Kotoshironushi-no-Mikoto). Ikui-

no-kami, Sakui-no-kami, Tunagai-no-kami is a god of well (water well). Asuwa-no-Kami and Haiki-no-

Kami are children of Ootoshi-no-Kami and Ameshiru-karumizu-hime, the god of the family and the god of 

the foothold. kanjoushin 

③Kanjoushin：Tsugawai Shrine enshrine did Kumano-Gotei by Goshirakawa-in, after the latter 

period in the Heian era in Eiryaku former (1160) year. 

➃Chokugan：Tsugawa Shrine was in Izumi-no-kuni , and it was 2,500 tsubo of the company with an 

altitude of 71.7m until the Tensho era.  Uziti is four villages of Yamadai-Kamimura, Yamadai-

Shimomura, Yagimura, Kitakamorimura as kyuuson. Uziko ｙouhai from the place of the torii to 

Youkai Shrine in the morning and the evening prayed for fertility and domestic safety of agricultural 

crops. This shrine is famous for Kumano-Kaidou (now Kumeda-Yamatakisen), youhai Tokugawaai 

Shrine which is Chokugan-Sha pray for the safety of the journey.  Keidai Massha:Tenzinsha 、

Yasakasha、Shiragasha、Ebisusha 

⑤Building：Shrine Pavilions are Sankensha-Nagaredukuri and Roof-Hiwadabuki. The current building is 

the color of elegant and high column sculpture of Momoyama architecture. In Taisho 3 (1914), Honden was 

designated as a special protection structure. In Showa4 (1929) year, Honden became the national treasure 

by the national treasure preservation method. In the Heisei 28 (2016), the main hall of important cultural 

assets became beautiful by preservation repair projects. 

In Kiji 4 (1090), when Shirakawa-Joukou was Youhai Tsugawa Shrine on the way to Kumano-gokou, he 

raised Hengaku of "Tsugawa Daimyouzin" to Torii. Residents in this area have been named tangible 

cultural assets since they worship "Gaku" for many years. The Akanashe aspera of the Shuhekawa Shrine 

is located beside the stone steps just after entering a torii. Kanji 17 (1640), Okabe Nobukatu entered from 

Settsu Province-Takatukihan. At that time, one Torii that was in Kishiwada-Hanhamamura in Izumi 

Province was moved to Yodo-han-Yagimura, Gakuharacho in Izumi Province. In Showa 61 (1986), ｈengaku 

statue of ｓhinpitu of ｓirakawa-ｊoukou was dedicated to specify heavy sentences. Residents took a look at 

the Hitukawara of Hengaku listed at Torii was bad. 

 

表 3-2.大阪府岸和田市、積川神社の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 

Ikasuri-no-kami/Zama-no-kami（Ikui-no-kami , Sakui-no-kami, Tunagai-no-kami, 

Asuha-no-kami and Hahiki-no-kami) 

2 Foundation The tenth Emperor Sujin (previous 30 years before 97-) 

3 
Enshrined 

Gods 

Tsugawai Shrine cost Kumano-Gotei by Goshirakawain of October Kanjiyo (1160) in 

the Eiryaku first year. 

4 Festival God Ikui-no-kami, Sakui-no-kami, Tunagai-no-kami, Asuha-no-kami and Hahiki-no-kami 
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5 Rankings Shikinai-ko-sha, Izumi-no-kuni ４-nomiya, Gousha, Chokugansha。 

6 
Annual 

Festival 
October 8 

7 Chief Priest Junichi TSUGAWA Negi 

8 Site 596-0104, 350 Tsugawa-machi, Kishiwada City.   Altitude: 71.7 m. 

9 
Access About 8 km east of JR Hanwa Line Kumata Station, Bus: Get off at Kuonada Shinko 

shrine from Kumano station. 

10 Latitude 34°25'30" N 135°26'22" E 

11 TEL・FAX TEL:072-479-0134 FAX: 072-479-0134 

12 
Shrine 

Pavilions 

Hiwadabuki, Sankensha-Nagaredukuri 

13 
Keidai 

Massha 

Tenzinsha、Yasakasha、Shiragasha、Ebisusha 

14 Torii 

Hengaku-Kanji 4 (1090), Prefecture designated tangible cultural property by 

Shirakawa-Joukou's brush. 

Yasaka-Torii, Ebisusha-Torii, Ooumi-Torii,Wakamiya-Torii, Sandou-Torii2, Sandou-

Torii1 と Gakumati Sandou-Torii. 

15 
Cultural 

Property 

Nationally designated Important Cultural Property：Honden, Sankensha-Nagare-

dukuri、Hiwadabuki. Prefecturally designated Important Cultural Property:Sculpture 

wooden and male and female statues, and crafts Hengaku. City designated Important 

Cultural Property：Aphananthe Aspera of Tsugawai Shrine of the natural monument. 

 

４.積川神社の社殿 

4-1.積川神社の社殿の写真     

   

写真 4-1.積川神社の本殿の正面 写真 4-２.積川神社本殿の天井 

 

重要文化財である積川神社御本殿の桧皮屋根葺き替え、彩色工事並びに瑞垣透き塀再建工事には、大阪府と

岸和田市より多大なるご支援を賜り、さらに、町内外を問わず、多くの皆様方の御協力を頂いた。御本殿は、平成２

６（2014）年１０月より、約１年半をかけて、桧皮屋根の葺き替え、彩色工事を実施し、さらに、瑞垣透き塀の再建工
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事を行った。平成２８（2016）年８月末に完了し、平成２８(2016)年９月に竣功奉祝祭を斎行した。 

御本殿は、豊臣秀頼が再建した、慶長時代の桃山建築の姿を取り戻し、４世紀前のように煌びやかな世界に戻

った。瑞垣透き塀は、重要文化財保護の観点から古絵図にならい、御本殿を取り囲む形にした。これにより、以前

にもまして、御本殿の重厚さが伝わるようになった。 

 

  

写真 4-3.積川神社の修理前の破損屋根 写真 4-4.積川神社の調査団員 

 

写真 4-3 は積川神社の修理前の破損屋根である。写真 4-4 は積川神社の調査団員である。 

 

    

写真 4-5.積川神社本殿の天井部は特殊な 新技術によって完成 

 

写真 4-5 は、積川神社本殿の天井部は特殊な 新技術によっての完成である。 

 

    

写真 4-６.積川神社拝殿の正面、内面と奥面 写真 4-７.神社の幣殿 
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写真 4-６は積川神社拝殿の正面、内面と奥面である。写真 4-７は神社の幣殿である。 

 

  

表図 4-1.積川神社に関する本殿・拝殿‣拝殿の規模とグラフ 

 

本殿の間口は 12.51ｍと奥行きは 7.28ｍである。さらに、本殿の面積は 91.07 平方ｍである。幣殿は間口 2.51ｍ

と奥行き 2.89ｍである。さらに、幣殿の面積は 7.25ｍ2 である。拝殿の間口は 9.91ｍと奥行きは 5.57ｍである。拝殿

の面積は 55.20ｍ2 で、全体の約 1.8 分の１である(表図.4-1)。 

 

4-２.積川神社の境内社末社の写真と考察 

➀天神社（菅原道真公） 

菅原道真公は、時代：平安時代前期、生誕は承和 12（845）年 6 月～延喜３（903）年 2 月に太宰府で没する。あ

る。改名の幼名は「阿呼」(あこ)で、後に「吉祥丸」へ改名である。別名の尊称は菅公、菅丞相、天神と天神様である。

神号は天満大自在天神、日本太政威徳天と北野天満宮天神である。墓所は太宰府天満宮、官位は従二位右大

臣死後、正暦４(993)年１０月に正一位太政大臣の階位を贈られた。主君は宇多天皇→醍醐天皇である。氏族:菅

原氏。父母は菅原是善と伴真成の娘である。妻：島田宣来子。子：長男：菅原高視。 女子：菅原衍子他である。 

②八坂社（須佐乃男命） 

素盞鳴尊：スサノオ（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（ﾀｹﾊﾔ-ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）、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。古事記によると、スサノオノミコトは、伊邪那岐命の鼻から生まれ

た神で、天照皇大神・月読大神の弟神である。 

伊許諾大神から海の支配を任せられたが、お亡くなりになった母の伊邪那美命を慕われ、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、地上に追放される。素盞嗚大神は、こ

れまでの振る舞いを深く悔やまれ朝鮮半島の新羅当たりに下り、舟にて出雲国にやって来られた。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）の遠呂智（おろち）」から生贄されそうになっていた美しい櫛名田

比売（クシナダヒメ）を救うことを決意され、叡知を尽くし、苦闘を重ねた末、ついに退治され、平和な国をつくりあげ

られた。素盞嗚大神は、その偉大なご事績からさまざまな信仰を集め，後に神仏習合における祇園精舎の守護神

である牛頭天王と習合した。 
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③白髪社（猿田彦命） 

猿田彦（ｻﾙﾀﾋｺ）命は日本神話に登場する神で、天孫降臨の段に登場する。ｻﾙﾀﾋｺﾉｶﾐを祀る猿田彦神社は三

重県・伊勢市にある。天孫降臨の際に、天照大神に遣わされた瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）を道案内した国津神（クニツ

ガミ）。『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（こうしん）信仰や道祖神（どうそしん）と結びついた。「ｻﾙ

ﾀﾋｺ」という人物は鼻が大きいという身体的特徴を持っている。 

 ③大海社（豊玉姫命） 

豊玉姫神（ﾄﾖﾀﾏﾋﾒ）は、山幸彦(ﾔﾏｻﾁﾋｺ)と海幸彦（ﾄｳﾐｻﾁﾋｺ)の神話に登場する女神である。豊玉姫と妹（タマ

ヨリヒメ）。『古事記』では豊玉毘売・豊玉毘売命（ﾄﾖﾀﾏﾋﾞﾒ）、『日本書紀』・『先代旧事本紀』では豊玉姫・豊玉姫命

(ﾄﾖﾀﾏﾋﾒ）と表記する。海神・大綿津見神（ｵｵﾜﾀﾂﾐﾉｶﾐ）の娘。天孫・邇々芸命（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）が大山津見神の娘の木

花佐久夜毘売（ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒ)との間にもうけた火遠理命(＝山幸彦）と結婚し、鵜茅不合葺命（ｳｶﾞﾔﾌｷｱｴｽﾞ)を生む。

出産の時では「八尋大熊鰐」（ﾔﾋﾛﾜﾆ)の姿、『日本書紀』本文では「龍」の姿]となったのを、火遠理命が約束を違え

て伺い見たため、綿津見神の国へ帰った。鵜茅不合葺命は、豊玉姫(ﾄﾖﾀﾏﾋﾒ）の妹・玉依姫神に養育され、後に

玉依姫神との間に神倭伊波禮毘古命（＝初代神武天皇）をもうける。 

④戎社（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であり、別名は八重言代主神、八重事代主神（ﾔｴｺﾄｼ

ﾛﾇｼ)であり、大国主と神屋楯比売命（ｶﾑﾔﾀﾃﾋﾒﾐｺﾄ）との間に生まれた｡葦原中国平定において､建御雷之男神（ﾀ

ｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵﾉｶﾐ)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、建御雷之男神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵﾉｶﾐ）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｡事代主の弟の建御名方神（ﾀｹﾐﾅｶ

ﾀﾉｶﾐ）も建御雷之男神（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁﾉｵﾉｶﾐ）に服従すると､大国主は国譲りを承諾し､事代主が先頭に立つと私の 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（言葉）知る」の意味で、

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。 

事代主は大国主の子供とされているが、元元は、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、葛城の田の神で、一言主の神格の一部を引き継ぎ、託宣の神の格を持った。このため、元元は、葛城王朝に

おいて事代主は重要な地位を占めており、現在でも宮中の御巫八神の一つになっている。 

 

4-２.積川神社の末社の写真と考察 

   
写真 4-7.積川神社末社の若宮社 写真 4-8.積川神社末社の八坂社屋根の千木と鰹木 
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写真 4-7 は積川神社末社の若宮社である。写真 4-8 は積川神社末社の八坂社屋根の千木と鰹木である。 

 

  

写真 4-9.積川神社末社の八坂社の正面と測量者 写真 4-10.積川神社末社の戎社の正面 

 

写真 4-9 は積川神社末社の八坂社の正面と測量者である。写真 4-10 は積川神社末社の戎社の正面である。 

 

  
  

写真 4-11.積川神社末社の白髪社の正面と測量者 写真 4-12.積川神社末社の大海社の正面と測量者 

 

写真 4-11 は積川神社末社の白髪社の正面と測量者である。写真 4-12 は積川神社末社の大海社の正面と測量

者である。 

 

  
表図 4-2.積川神社に関する末社の間口・奥行き‣面積の規模とグラフ 
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表図 4-2 は積川神社に関する末社の間口・奥行き‣面積の規模とグラフである。間口は、 大値の戎社 3.08m、

平均値の 2.21ｍと 小値の白髪社 1.51m である。奥行は、 大値の戎社 3.08m、平均値 2.43ｍと 小値の白髪

社 1.65m である。面積は、 大値・戎社 9.49m2、平均値 5.69ｍ2 と 小値の白髪社 2.49m2 である。積川神社に関

する末社の規模として、戎社が 大値、若宮社は中間で、そして白髪社は 小値である。 

 

５.積川神社の鳥居測量 

5-1.積川神社の鳥居の写真 

「額」の地名の由来について、積川神社の氏地は、旧四ケ村、（山直上村・山直下村・八本村・比守村）である。

そこで、遠方の氏子の人達は、中間点にあたる鳥居のある場所（岸和田市額町）から、朝夕、桂川神社を遥拝して

農作物の豊穣と家内安全を祈願した。その地は、岸和田市道久米田山滝線にあり、熊野参詣をする皇族・公家の

方々がこの地から勅願社である積川神社を遥拝され、旅路の安全を祈願された。鳥居に掲げられた「正一位積川

大明神」の扁額があるので、この「額」と、人々がこの地で「額ずく（拝む）」という二つのことから、この地を「額」と名

づけられた。更に、白河上皇が熊野へ行幸の途上、熊野街道から積川神社を遥拝され、親しく筆を執られて「正一

位積川大明神」の八字を大書された扁額（府指定文化財）がある（写真 5-1）。 

 

 

 

  

写真 5-1.額町遥拝所の鳥居と扁額 写真 5-2.参道鳥居 1（牛滝街） 写真 5-3.参道 2 両部鳥居 

 

写真 5-1 は額町遥拝所の鳥居と扁額である。写真 5-2 は参道鳥居 1（牛滝街）である。写真 5-3 は参道 2 両部鳥

居である。 

    

写真 5-4.若宮鳥居 写真 5-5.八坂鳥居 写真 5-6.戎鳥居 写真 5-7.大海鳥居 
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写真 5-4 は若宮鳥居、写真 5-5 は八坂鳥居、写真 5-6 は戎鳥居、写真 5-7 は大海白髪鳥居である。 

 

5-2.積川神社の鳥居の測量値と回帰方程式  

 

表５-１.積川神社の鳥居の測量値（ｍ） 

 

 

表５-１は積川神社の鳥居の測量値（ｍ）である。大海鳥居は神明系で，参道鳥居 2 は両部鳥居で、そ

の他は明神鳥居で、３つの特徴がある。柱直径において、 大値は 0.47ｍ、平均値 0.32ｍと 小値 0.16

ｍである。柱間距離において、 大値は 3.64ｍ、平均値 2.50ｍと 小値 1.84ｍである。貫下点において、

大値は 4.03ｍ、平均値 2.64ｍと 小値 1.88ｍである。貫上点において、 大値は 4.37ｍ、平均値 2.85

ｍと 小値 2.08ｍである。笠木下点おいて、 大値は 4.86ｍ、平均値 3.17ｍと 小値 2.31ｍである。笠木

上点おいて、 大値は 5.21ｍ、平均値 3.37ｍと 小値 2.43ｍである。反増しにおける 大値は 5.56ｍ、平

均値 3.71ｍと 小値 2.53ｍである。 

図５-１は積川神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係である。積川神社鳥居の柱間距離と貫高さとの関係図の

データである。鳥居の柱間距離と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）の曲線回帰

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、決定係数は R2 である。 

Y(貫上の高さ) = 0.308X2 -0.461X +1.942 ……決定係数(R2 =0.995) …測量値……(5-1) 

Y(貫下の高さ) = 0.373X2 -0.966X +2.577 ……決定係数(R2 =0.994) …測量値……(5-2) 

貫上の高さと(貫下の高さの決定係数はそれぞれ 0.995 と 0.994 である。 
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図５-１.鳥居の柱間距離と貫高さとの関係 図５-2.鳥居の柱間距離と笠木高さとの関係 

 

図５-2 は鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係である。鳥居の柱間距離と笠木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）の曲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、決定係数は R2 である。 

Y(笠木上の高さ) = 0.559X2 -1.574X +3.567 ……決定係数(R2 =0.994) …測量値……(5-3) 

Y(笠木下の高さ) = 0.262X2 -0.387X +2.372 ……決定係数(R2 =0.996) …測量値……(5-4) 

 

図５-３は鳥居の貫の高さとの関係である。鳥居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）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は鳥居で、Y は貫の高さ、決定係数は R2 である。 

Y(貫上の高さ) = 0.076X2 -0.226X +2.223 ……決定係数(R2 =0.973) …測量値……(5-5) 

Y(貫下の高さ) = 0.063X2 -0.157X +2.003 ……決定係数(R2 =0.976) …測量値……(5-6) 

貫の下点おいて、 大値は 4.03ｍ、平均値 2.64ｍと 小値 1.88ｍである。貫上点おいて、 大値は 4.37ｍ、

平均値 2.85ｍと 小値 2.08ｍである。2ｍ代の鳥居は４基、3ｍ代の鳥居は 2 基、4ｍ代の鳥居は 1 基であ

る。 

  

図５-3.鳥居の貫の高さとの関係 図５-4.鳥居の笠木の高さとの関係 
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図５-4 は鳥居の笠木の高さとの関係である。鳥居と笠木貫の高さ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）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は鳥居で、Y は貫高さ、決定係数は R2 である。 

Y(笠木上の高さ) = 0.102X2 -0.357X +2.751 ……決定係数(R2 =0.967) …測量値……(5-7) 

Y(笠木下の高さ) = 0.096X2 -0.335X +2.596 ……決定係数(R2 =0.959) …測量値……(5-8) 

笠木の高さの決定係数は、共に 1.000 に近い値であることが判明した。 

図５-4 は鳥居と笠木の高さとの関係である。笠木の下点おいて、 大値は 4.86ｍ、平均値 3.17ｍと 小値 2.31

ｍである。笠木の上点おいて、 大値は 5.21ｍ、平均値 3.37ｍと 小値 2.43ｍである。反増しおいて、 大値は

5.56ｍ、平均値 3.71ｍと 小値 2.53ｍである。2ｍ代の鳥居は４基、3ｍ代の鳥居は 1 基、4ｍ代の鳥居は 1

基と 5ｍ代の鳥居は 1 基である。 

６.おわりに 

生國魂神社について、所在地は大阪府大阪市天王寺区生玉町 13-9、位置:北緯 34 度 39 分 54 秒  東経 135

度 30 分 46 秒である。主祭神は、生島大神と足島大神、社格等:式内社（名神大 2 座）と旧官幣大社と別表神社で

ある。創建は、（伝）初代神武天皇即位前頃である。本殿の様式は生國魂造で、別名は難波大社である。福長神

社について、所在地は京都府京都市上京区室町通武者小路下ル福長町 538、位置:北緯 35 度 1 分 40.53 秒 東

経 135 度 45 分 29.30 秒である。主祭神は、福井神・綱長井神・稲荷神である。社格等は、式内社（大 2 座）、式内

社：宮中神 座摩巫祭神五座の福井神 綱長井神である。もとは、一条猪熊にあった神祇官西院に祀られていた座

摩巫祭神五座（生井神、福井神、綱長井神、波比伎神、阿須波神）の中の二座である。天正１５（1587）年、秀吉の

聚楽邸建設に際し、福井神・綱長井神の二座を合祀し、その二字を取って、福長大明神として現在地に遷されたと

いう。  
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別表 1.積川神社と地域の歴史 

和歴 西暦 内   容 

 前 29 
当神社は第 10 代崇神天皇（前 97－30 年）の御代にこの地に創建され、その地名は、前に

牛滝川、後ろに深山川と高低相合する地に位するので「積川神社」の私邸である。 

和銅 05 712 太 安万侶（ｵｵ-ﾉ-ﾔｽﾏﾛ)により「古事記」が元明天皇に献上。 

養老 04 720 舎人親王（ﾄﾈﾘｼﾝﾉｳ）らにより日本書記が完成 

天平 04 723 大旱に際し奉幣 

 

別図：積川神社平面図 
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弘仁 09 818 祈雨奉幣 

弘仁 14 823 ７月祈雨奉幣 

承和 09 842 10 月 従五位下 

貞観 06 864 ３月 従四位下 

貞観 15 873 ４月 従四位上 

延長 06 928 
延喜式神名帳 『国内神名帳』 『正一位積川社』、全国 3132 座、畿内 658 座、和泉国【53

社 62 座】 

延久 04 1073 第 72 代白河天皇（延久 4：1073-応徳 3：1087）。 

寛治 04 1090 
白河上皇が扁額の筆を執る額に『正一位・積川大明神』の八字を自ら大書。 

府指定有形文化財。積川神社の椋。一の鳥居を入ってすぐの石段の脇にある。 

永暦元 1160 10 月の後白河院による熊野御躰を勧請した。 

永万元 1165 

神祇官諸社年貢注文には、和泉五社の四宮（一宮・大鳥大社、二宮・泉穴師神社、三宮・

聖神社、五宮・日根神社）とともに都の神祇官に直属して、その御年貢進社とされ、泉州特

産の櫛を納めていたことが記されている 

養和元 1181 今熊野社領諸国荘園 28 箇所の一つとして寄進。 

建保 05 1217 
後鳥羽・女院両院の御幸記には、泉州路で種(積)川使を勤めた者についての記述があり、 

熊野御幸の路次の各名社に院の奉幣使が立てられた記録が示されている。 

正平 07 1352 重要文化財申請中。石灯籠）、楠正義の寄進による。本殿の前にある 1 対の石灯籠。 

北朝・明徳

03 
1392 1 月 20 日 所領安堵の国宣 

文禄年間 1592 1592-1596．積川神社本殿（文禄年間、三間社流造） 

慶長 07 1602 

１１月 新興は豊臣秀頼の生母、淀君の寄進と伝っている。現在の本殿は、豊臣秀吉の没

後、慶長年間（1596 年-1615 年）に豊臣秀頼が片桐且元を普請奉行として大修理を加えら

れ、現在にその様式を伝える安土桃山時代の優雅広大なこと、特に高欄の彫り物の解かか

ごとは美の極致とされています。 

慶長 08 1603 豊臣秀頼の命で本殿建造(修理？) 

寛永 17 1640 
岡部宣勝が摂津国高槻藩より入封した際、和泉国岸和田藩濱村にあった一の鳥居を和泉

国淀藩八木村額原に移動。岡部宣勝が入封。以降岡部氏の城下町として栄える。 

天正 13 1585 
豊臣秀吉による所領没収。小出秀政が岸和田城主となり、岸和田藩が立藩。城郭整備と城

下建設に取り掛かる。 

元和 05 1619 松平康重が入封。総構えと城下の整備が進む。 
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寛文 08 1668 南町と沼村に新屋敷が完成する（沼村の新屋敷は後の並松町）。 

元禄 16 1703 
岡部長泰が岸和田城三の丸に伏見稲荷を勧請し、岸和田「だんじり祭」の起源と言われる

稲荷祭を行う。 

文化 02 1805 天正の頃までは、社領６００石を有していた。が火災で宝庫や社務所などが焼失する。 

明治 04 1871 廃藩置県により岸和田県が設置され、同年、堺県に編入される。 

明治 11 1878 岡部長職の依頼で新島襄が、キリスト教布教に訪れる。 

明治 14 1881 大阪府に編入される。 

明治 39 1906 

8 月 14 日の内務省神社・宗教両局長依命通牒によるいわゆる「神社合祀」で、泉南郡山直

上村では稲葉、中村、包近（かねちか）の三神を、郷社積川神社に合祀せよとの方針が示さ

れたが、稲葉村の反対運動により、合祀方針を断念した。 

明治 40 1907 
11 月 9 日、積川村にあった八坂神社、菅原神社、白鬚社の各村社が積川神社に合祀。 

本殿は旧国宝、現在は国の重要文化財に指定されている。 

大正 03 1914 4 月、本殿は古社寺保存法に基づいて、特別保護建造物（国宝）に指定された。 

昭和 04 1929 本殿は国宝保存法成立によって国宝となった。 

昭和 25 1950 8 月、現在の本殿は文化財保護法施行の法律改正により、重要文化財に指定されている。 

平成 28 2016 重要文化財である積川神社の本殿の保存修理事業が実施された。 

南北朝時代（14 世紀） 南朝に属した岸和田氏が記した軍忠状に「岸和田」の文字が確認できる。 

延喜武内社で和泉五社に列し、歴代天皇の勅願社として、又、武将の崇敬も厚く、天正の頃まで社頗 600 石

を有し、格式の高い神社である。 

社域は牛滝街道に接して一段の高所を占め、2500 坪の広さの境内を有し、古木森然とした申に本殿（三間社

流造・檜皮屋根）がある。 

重要文化財の積川神社の本殿は、桧皮屋根葺き替え、彩色工事並びに瑞垣透き塀再建工事には、国、大阪

府、岸和田市より多大なるご支援を賜り、町内外を問わず、多くの方の御協力があった。御本殿は、平成２６

（2014）年１０月２１日より、約１年半をかけて、桧皮屋根の葺き替え、彩色工事を実施し、その後、瑞垣透き塀の

再建工事にとりかかり、平成２８（201６）年８月末に完了し、平成２８半９月１１日、竣功奉祝祭を斎行する運びとな

った。本殿は、豊臣秀頼が再建した、慶長時代の桃山建築の姿を取り戻し、４世紀前の、煌びやかな世界に戻っ

たようである。また、瑞垣透き塀は、重要文化財保護の観点から、古絵図にならい、御本殿を取り囲む形にした。

これにより、以前にもまして、御本殿の重厚さが伝わるようになった。 

 

  

 


