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大阪府貝塚市、和泉之国、弥都波能売神、南近義神社の由来と文化
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History of the Minamikogi Shrine and its Culture,
Izumi-no-Kuni, Mitsuhanome-Kami, Kaizuka-City OSAKA
- Niutｓuhime-Kami, Enshrined 20 Shrines, 36 gods, Gods of CombAtsushi FUJIURA*・Akio FURUTANI**・Hiroaki HISAMORI***・
Naruhiko NAKAOKA****・Tutomu TAKAHASHI***・Isao SAWA***

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 Minamikogi Shrine" which is Kaizuka -City, OSAKA, an area of ancient
Izumi-no-kuni. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management
method.
Minamikogi Shrine is a shrine located in Prince, Kaizuka-city, Osaka Prefecture.This shrine is
dedicated to 36 gods such as Mitsuhanomekami (Worshipped god) and Niutsu-hime-kami. Niu
Shrine is an old name for this shrine, for it was a branch of (original) Niu Shrine in Yoshino. In
1284, when Kogi-no-syoh was donated to Niutsuhimekami·Amano-myojin, the spirit was rejoiced,
also called Amano-myojin. Minamikogi Shrine went to Sonsha in 1872, and won the "Kashita
Shrine" in November 1907.
Honden of the important cultural assets Minamikogi Shrine, Hinokikawayane-For construction
such as re-replacement, we received great support from the country, Osaka prefecture, Kaizukacity, there were cooperation of many people regardless of inside or outside the town. The main hall
restored the appearance of the momoyama architecture of the Keichō era, which was rebuilt by
Toyotomi-Hideyori. It seems that the main shrine returned to the glittering world before the 4th
century. Also, from the viewpoint of protection of important, Mizugaki's sheer fence was shaped to
surround Hoden following the old picture. A large number of people have worshipped at this shrine
sacred to the gods of water, rain and easy delivery.
Some other shrines in Minamikogi region and this one were merged 1907 through 1909, and were
renamed Minamikogi Shrine. In the Heisei 21 (2009), after the Shinto priest's festival was a Shinto
priest, the entrance to Danziri was held.
キーワード：丹生都比売神・約２０社の合祀・36 人の神・櫛の神・だんじり
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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、大阪府貝塚市王子１１９５にある南近義神社、古代の地域である。南近義神社の所在地
は、北緯 34 度 25 分 37 秒，東経 135 度 21 分 7 秒で、標高：20.7ｍである。勧請神は、丹生神社は旧式の神
社であり、吉野にある丹生神社の枝である。弘安７（１２８４）に近木庄が高野山鎮守の丹生都比売神社（天野

明神社）に寄進された際、分霊が歓請され、天野明神とも呼ばれた。
主祭神は主神の弥都波能売神をはじめ、丹生都比売神など３６の神を祭る。彌都波能売神（主）丹生都比売
神（配）ほか計１９神である。当神社の祭神は、光神社神と新月姫神のような３６人の神に捧げられている。熊

野古道の九十九王子のうち、鞍持王子と近木王子の神も合祀されている。社格は村社である。
貝塚市（かいづかし）は、大阪府泉南地域に位置する市。貝塚御坊願泉寺の寺内町を中心に発展してきた。
東洋の魔女と呼ばれた日紡貝塚女子バレーボールチームの本拠地であったことから、市ではバレーボール
のまちを推進している。
貝塚市の特徴は、面積:43.93km2、総人口:（87,453 人、推計 2017 年 10 月）、人口密度:1,990 人/km2、隣
接自治体は、岸和田市、泉佐野市、泉南郡熊取町、和歌山県紀の川市である。市の木:カイヅカイブキと市の
花:コスモスである。貝塚市の地理は、大阪府の南西部・泉南地域に位置。北に津田川、中央に近木川、南に
見出川がそれぞれ西流する。見出川は泉佐野市との市境になっている。南北に南海本線と阪和線が、東西に
水間鉄道が通っている。
貝塚市の歴史は、願泉寺の場所にはもともと行基が開基
したとされる庵寺があり、和泉国・紀伊国への布教途上にあ
った蓮如がこの庵寺に逗留している。戦国時代に寺内町が
形成され、江戸時代に入っても卜半家領として寺内町の特
権を幕末に至るまで有している。天文 24（1555）年、石山本
願寺下の寺内町として取り立てられる。天正 5（1577）年、織
田信長による雑賀攻めにより全焼。貝塚寺内にいた雑賀衆
は前日のうちに海路紀州へ撤退していた。天正 8（1580）
年、寺内町が復興。天正 10（1582）年、豊臣秀吉から寺内
諸役免除の朱印状下付。天正 11（1583）～天正 13（1585）
年 近木川流域に城砦群を築いた根来・雑賀の紀州勢と、
中村一氏率いる岸和田勢が対立、交戦（豊臣秀吉による紀
州攻め）。顕如が鷺森本願寺から貝塚へ移り滞在。天満本
願寺へ移るまでの間、貝塚本願寺となる。慶長 12（1607）
年、准如より願泉寺の寺号を授かる。慶長 15（1610）年、徳
川家康から寺内諸役免除の黒印状下付。卜半家二代了閑

図 1-1.南近義神社平面図
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によって五ヶ町に再編され、岸和田城下と並ぶ泉南の代表的都市となる。1613 年（慶長 18 年）、徳川家康によ
り 3 間幅の周濠がめぐらされる。
本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての南近義神社を多角的にとらえた実証研究の報告である（図
1-1）。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。筆者らは、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。最後に、神社の年表と内容を纏めることができた。

２.南近義神社の資料
2-1.南近義神社（みなみこぎ）のしおり
祭神名：弥都波能売神（主祭神）、丹生郡比売神（配神）、祭神は表 1-1 の通りである。
表 2-1.南近義神社（みなみこぎ）に合祀した祭神

由緒として、当神社はもと丹生神社と称し、伝説によると大和国 吉野丹生神社の御分霊を勧誘したものと
いうが詳らかではない。近義郷は弘安の役で敵国降伏の祈請をこめた勲功により、正応３年（1290）3 月 27 日、
院宣を以って丹生高野社（丹生郡比売社）に寄進されてより長く高野山領であったので、その御分霊を勧請し
て産土神と崇め春ったものであろう。

表 2-2.南近義神社（みなみこぎ）に合祀した神社
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水、雨、あるいは安産の神として信仰があつく、江戸時代には雨乞いのため、鐘・太鼓を鳴らしながらの千度
参りが行われた。例祭日：9 月 22 日、旧社格：村社、本殿建築様式：流造。南近義神社に合祀した神社名を表
示したのが表 2-2 である。
沢の八品神社など１０社を合祀するとともに今の社名に改め、同４４年５月神饌幣帛料供進神社に指定され
た。境内には本殿、拝殿、社務所、俵式殿、遥拝所があり、神社の森は樟、樫、榊等が繁茂する。なお、合祀
社のうち王子宇馬郡の八幡神社は『和泉志』にその名が見え、『国内神名帳』には「従五位下馬郡社」とある。
また八品神社は、『加泉志』に「櫛代祠在沢村、相伝古者調進、伊勢斎主御柳千此」と見えるように、櫛の神と
して崇敬され、「近水櫛、藤原明衛新猿楽記載、諸国土産日和泉櫛、余技、近木郷造櫛者年既尚矣明御所謂
加泉櫛乃是漱」と記されているが、『泉州志』に、櫛の神として崇敬され、近水郷及びその付近には今も櫛作り
をもって家業とする者がいる。
八品神社は明治４０年１０月２９日、浦田宇氏神の五社神社 1 を、翌３０日沢宇ウベの熊野神社 2、同宇半戸
の道陸神社 3、同宇高林の加茂神社 4、同宇堂の坂の五社神社 5、同年１１月１１日同宇四柱の菅原神社 6 を
合祀したもので、熊野九十九王子のうち、鞍持 7、近木両王子 8 も合祀されていた。
鞍持王子(ｸﾗﾓﾁｵｳｼﾞ)は、明治 40（1907）年、南近義神社（貝塚市王子）に合祀され廃絶。現在、比定地に
は鳥居と小社祠が遺されている。『貝塚市史』『和泉誌』などに言及があり、橋本村大字王子原宮にあった旨が
記述されているが、異説によれば、正福寺（貝塚市地蔵堂）の東横が社地であるともいう。所在地 貝塚市王子。
近木王子(ｺｷﾞｵｳｼﾞ)は明治末に南近義神社に合祀され廃社となった。胡木新王子との別表記あり。善正寺（貝
塚市地蔵堂）の東側が旧社地に比定されるが、吉祥園寺（貝塚市王子）の南の王子村字権現にあった熊野神
社（現在廃社）を旧社地とする説もある。

３.南近義神社の由来と現在
3-1.南近義神社の和文由来と現在(和文)
南近義神社（みなみこぎ）は、大阪府貝塚市王子にある神社。主神の彌都波能売神をはじめ、丹生都比売
神を合せて、３６の神々を祭る。もとは、吉野の丹生神社の分社であり、丹生神社と呼ばれた。この神社は、彌
都波能売神と丹生都比売神のような３６人の神に捧げられている。丹生神社は旧式の神社であり、吉野にある
丹生神社の枝であったからである。
弘安 7 (1284) 年 近木庄が高野山鎮守の丹生都比売神社(天野明神社)に寄進された際、分霊が歓請され、
天野明神とも呼ばれた。明治５（1872）年、村社に列した。明治４０（1907）年１１月１６日「加支多神社」を合祀。
この加支多神社は、『延喜式神名帳』にある「加支多神社（和泉国・日根郡）」に比定される式内社（小社、鍬靫）
ともされる。
明治４０（1907）年から４２（1909）年、南近義村との全地域に所在する２４の神社を合祀し、南近義神社改め
られた。明治 40（1907）年 10 月 28 日に、下記の各社を合祀した。1 王子字馬郡の八幡神社、2 字戎の出口神
社、3 字権現の熊野神社、4 字新宮の市杵島神社、5 字宮脇の神明神社、6 字明楽寺の住吉神社、7 字船戸
の春日神社、8 字氏神の加茂神社 また、明治 40（1907）年 11 月 16 日には、9 字貝田の村社加支多神社、10
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大字沢字高林の加茂神社を合祀した。明治 41（1908）年 9 月、11 字新出の加茂神社を合祀し、明治 42（1909）
年 5 月、夏季の神社を合祀し、現社号に改称した。
大字沢の八品神社は 1 大字楠本字小名故神社、2 字栂宮の北野神社、３字島ヶ崎の島崎神社、４字野口の
溝の木神社、5 字出原の神明神社、6 大字窪田字東と字西の市杵島神社、７字宮の久保の厳島神社、８大字
地蔵堂字権現の熊野神社である。この八品神社も、多くの合祀を重ねてきた社で、熊野九十九王子の 14 番目
である鞍持王子、15 番目である近木王子も含まれている。明治４２（1909）年５月１８日、社名が変えられ現在に
至る。
南近義神社の本殿は、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、町内外を問わず、
多くの方の御協力があった。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、古絵図にならい、御本殿を取り囲む形にした。水、雨、あるいは安産の神として信仰が
あつく、江戸時代には雨乞いのため、鐘・太鼓を鳴らしながら"千度参り"が行われた。平成 21（2009）年 9 月 22
日には合祀百年祭が斎行され、神事の後、地車（だんじり）の宮入りが行われた。月次祭斎行：毎月 1 日 8 時よ
り、月次祭斎行：毎月 15 日 11 時より。新年祈祷：正月元旦より 15 日まで、厄除祈祷：2 月 3 日（節分）。秋祭：
10 月 9 日・10 日で。現在は、10 月第 2 土・日曜日に、だんじりの宮入りが行われる。。

表 3-1.大阪府貝塚市、南近義（もなみこぎ）神社の和文詳細資料
1

主祭神

主神の弥都波能売（Mituhanome）神をはじめ、 丹生都比売（Niutuhime）神など３６
の神を祭る。彌都波能売神（主）丹生都比売神（配）ほか計１９神
丹生神社は旧式の神社であり、吉野にある丹生神社の枝であった。

２

勧請神

弘安７（１２８４）に近木庄が高野山鎮守の丹生都比売神社（天野明神社）に寄進され
た際、分霊が歓請され、天野明神とも呼ばれた。

３

延喜式神名帳

加支多神社

鍬靫

和泉国

日根郡鎮座 （旧地）加支多神社【旧地】

４

合 祀

近隣の約２０社（但し合祀されたという加支多神社、八品神社は現存）

５

祭 神

当神社は、光神社神と新月姫神のような 36 人の神に捧げられている。

６

熊野古道

７

社格等

九十九王子のうち、鞍持王子と近木王子の神も合祀されている。
村社

月次祭斎行：毎月 1 日 8 時より、月次祭斎行：毎月 15 日 11 時より
８

例 祭

新年祈祷：正月元旦より 15 日まで、厄除祈祷：2 月 3 日（節分）
七五三参り：10 月中旬～11 月中、

９

宮 司

一ノ瀬義平

１０

鎮座地

大阪府貝塚市王子１１９５

１１

交通手段

1２

位 置

北緯 34 度 25 分 37 秒，東経 135 度 21 分 7 秒

1３

電 話

０７２－４２３－５２５８

南海二色浜駅下車、南東ヘ 1ｋｍ。ＪＲ和泉橋水駅下車、南西ヘ 1ｋｍ。
FAX：０７２－４２３－５２５８

6
1４

本 殿

本殿様式は流造

15

古 社

社殿の横側にある。

1６

鳥 居

2 基である。第一鳥居は 7.59ｍであり、第二鳥居は 3.89ｍである。

17

信 仰

18

水、雨、安産水、雨、あるいは安産の神として信仰があつく、江戸時代には雨乞い

のため、 鐘・太鼓を鳴らしながら＂千度参り”が行われた。
『大阪府史蹟名勝天然記念物』は「南近義神社」の項で、明治４０年１１月１６日、

府天然記念物

大字王子字貝田社の村社「加支多神社」を合祀したと記す。南近義神社はもと「丹生
神社」と称したが、明治４２年５月１８日に今日の社名に改められた。

3-2.南近義神社の英文由来と現在
Minamikogi Shrine is a shrine located in Prince, Kaizuka-city, Osaka Prefecture. This shrine is
dedicated to 36 gods such as Mitsuhanomekami (Worshipped god) and Niutsu-hime-kami. Niu
Shrine is an old name for this shrine, for it was a branch of (original) Niu Shrine in Yoshino.
In 1284, when Kogi-no-syoh was donated to Niutsuhimekami·Amano-myojin, the spirit was
rejoiced, also called Amano-myojin. Minamikogi Shrine went to Sonsha in 1872, and won the
"Kashita Shrine" in November 1907. This Kashita Shrine is also known as Shikinaisha (Shousha,
Kuwayugi) which is identified as "Kashita Shrine (Izuminokuni · Hinegun)" in "EngishikiZinmyouchou". In the Meiji 40 (1907) to 42 (1909), 24 shrines located in all areas of MinamikogiMura were religiously renamed to Minamikogi Shrine.
Honden of the important cultural assets Minamikogi Shrine, Hinokikawayane for construction
such as re-replacement, we received great support from the country, Osaka prefecture, Kaizukacity, there were cooperation of many people regardless of inside or outside the town. The main hall
restored the appearance of the momoyama architecture of the Keichō era, which was rebuilt by
toyotomi-hideyori. It seems that the main shrine returned to the glittering world before the 4th
century. Also, from the viewpoint of protection, Mizugaki's sheer fence was shaped to surround
Hoden following the old picture.
A large number of people have worshipped at this shrine sacred to the gods of water, rain and easy
delivery. Some other shrines in Minamikogi region and this one were merged 1907 through 1909,
and were renamed Minamikogi Shrine. From 1907 to 1909, Minamikogi Shrine was renamed
Shrine combined with other Shrines in the Minamishouzi region. In the Heisei 21 (2009), after the
Shinto priest's festival was a Shinto priest, the entrance to Danziri was held.

表 3-1.大阪府貝塚市、南近義（もなみこぎ）神社の英文詳細資料
1

２

Worshipped
Gods
Enshrined
Gods

Besides the main god Mituhanome, Niutuhime-God and 36 other Gods are
sacrificed.
Niu Shrine is an old name for this shrine, for it was a branch of (original) Niu
Shrine

in

Yoshino.

In

1284,

when

Kogi-no-syoh

was

donated

to

Niutsuhimekami·Amano-myojin, the spirit was rejoiced, also called Amano-

7
myojin.
３

４

６
７

Engishiki

kashita Shrine settled in Izumi no kuni, Hine-Gun

Zinmyouchou
Enshrine
Kumano
Kodō
Ranking

About 20 companies in the vicinity (but Kakuta Shrine, which was enshrined,
Eight Shrines Shrine existed) was enshrined.
In Minamikogi Shrine, the gods of Kuramoti-ouzi and Kogi-ouzi among the
ninety-nine principals are also enshrined.
Sonsha
Monthly festival Saikou is from 8 o'clock every month. Monthly festival Saikou

８

Festival God

is from 11 o'clock on the 15th of every month.New Year's kitou is from New
Year's New Year's Day until 15 th. Yakuyoke-kitou is February 3
(Setsubun).Seven-five-three visits come from mid-October to November.

９

Chief Priest

Yoshihira ITINOSE

１０

Shrine Site

Osaka Prefecture Kaizuka-shi Oji 1195

１１

Access

1２

Latitude

1３

TEL・FAX

TEL:０７２－４２３－５２５８

1４

Honden

Honden style is Nagaretukuri

15

Old Shrine

1６

Torii

Get off at Nankai Binhaihama Station and go south east 1 km. Get off at JR
Izumi bridge water station and 1 km southwest.
Northern latitude 34 degrees 25 minutes 37 seconds, east longitude 135 degrees
21 minutes 7 seconds
FAX：０７２－４２３－５２５８

The old shrine is on the side of the shrine.
There are two torii. The first torii is 7.59 m and the second torii is 3.89 m.
A large number of people have worshipped at this shrine sacred to the gods

17

Devotion

of water, rain and easy delivery. Some other shrines in Minamikogi region
and this one were merged 1907 through 1909, and were renamed Minamikogi
Shrine.

４.南近義神社の社殿
4-1.の社殿の写真

8

写真 4-1.南近義神社の本殿の正面と裏面

写真 4-2.本殿を囲む塀の南東角と北東角(文化財)

近義神社の本殿は、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、貝塚市
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図 4-1。本殿の面積は 6.74 平方ｍで
ある。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。瑞垣透き塀
は間口 8.21m と奥行き８．０１m で、面積 65.76 平方ｍである（図 4-2）。
表 4-1.南近義神社の社殿と古社の規模

図 4-1.南近義神社の社殿面積

写真 4-3 は、南近義神社の第 1 鳥居の奥に参道、その奥に第 2 鳥居で奥に社殿である。本殿の規模は、間口
(1.92m)と奥行き(3.51m)と面積(6.74 m2 )である。本殿外壁の規模は、間口(8.21m)と奥行き(8.01m)と面積(65.76
m2) である。幣殿の規模は、間口(3.40/4.10m)と奥行き(2.81/2.15m)と面積(22.79m2) である。写真 4-4 は神社
拝殿の天井である。拝殿の規模は、間口(12.37m)と奥行き(6.51m)と面積(80.53m2) である。

写真 4-3.南近義神社の第 1 鳥居の奥に参道、その奥に第 2 鳥居で奥に社殿

写真 4-4.神社拝殿の天井
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写真 4-5.古社の玄関

写真 4-6.古社の祭壇

写真 4-7.古社の上檀

写真 4-8.儀式殿

写真 4-5.古社の玄関で、写真 4-6.古社の祭壇で、写真 4-7.古社の上檀せある。古社本体の規模は、間口
(1.57m)、奥行き(1.62m)、面積(2.54m2)と高さ（3.15）である。古社外側の規模は、間口(3.03 m)と奥行き(3.62m)と
面積(10.97m2)である。写真 4-8 は儀式殿である。

写真 4-9.南近義神社由来文

写真 4-10.戦没者の記念碑

写真 4-11. 南近義神社の調査団員

写真 4-9 は南近義神社由来文である。写真 4-10 は、日露戦争における戦没者の記念碑である。戦没者の記
念碑は巾 1.42ｍと高さ 4.02ｍである。写真 4-11 は南近義神社の調査団員である。弥都波能売神は主祭神で、
井戸の神様である。丹生郡比売神は配神である。

表 4-2.伊邪那岐が黄泉国から帰り、禊ぎ祓いした時に生まれた神

4-2.南近義神社の社殿の３６祭神
4-2-1.加茂大神 （伊邪那美命・伊邪那岐命）
父：イザナギ（伊弉諾、伊邪那岐、伊耶那岐）。
母：イザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥）（日本書紀でのみである）
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4-2-2.天照大神 ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）
天照大神は、日本神話に登場する神。皇室の祖神で、日本人の総氏神。『延喜式』では自然神として神社など
に祀られた場合の「天照」は「あまてる」と称される。天岩戸の神隠れで有名であり、記紀によれば太陽を神格化し
た神であり、皇室の祖神（皇祖神）とされる。神社としては伊勢神宮が特に有名。別名は次の通りである.
『古事記』：天照大御神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ) 通常

大日孁貴神（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾑﾁﾉｶﾐ）

『日本書紀』天照大神（ｱﾏﾃﾗｽｵｵｶﾐ､ｱﾏﾃﾗｽｵｵﾐｶﾐ）

大日女尊（ｵｵﾋﾙﾒﾉﾐｺﾄ）

大日霊（ｵｵﾋﾙﾒ）

大日女（ｵｵﾋﾒ）

皇大御神（ｽﾒｵｵﾐｶﾐ）

神前神職：天照坐皇大御神（ｱﾏﾃﾗｼﾏｽｽﾒｵｵﾐｶﾐ）

譜：父はイザナギ（伊弉諾、伊邪那岐、伊耶那岐）と母はイザナミ（伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥）であ
る。三貴子（イザナギ自身が自らの生んだ諸神の中で最も貴いとしたアマテラスを含む三姉弟の神）、 弟はツクヨ
ミ（月夜見尊、月読命：性別不明）、弟はスサノオ（建素戔嗚尊速、素戔男尊、素戔嗚尊、須佐之男命）である。五
男三女神（アマテラスとスサノオの誓約の際に生じた神：男神のスサノオが口から生んだ子、女神のアマテラスが
口から生んだ子とされる） 。すなわち、1.男神（正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命）、2.男神（天之菩卑能命）、3.男
神（天津日子根命）、4.男神（活津日子根命）、5.男神（熊野久須毘命）。1.女神：（多紀理毘売命-別名：奥津島比
売命（ｵｷﾂｼﾏﾋﾒ)）、2.女神（市寸島比売命-別名：狭依毘売命（ｻﾖﾘﾋﾞﾒ））、3.女神（多岐都比売命）である（図 41）。

4-2-3.蛭子命
蛭子命の別称と神格と利益は次の通りである（図 4-1）。
蛭子命

戎大神（ｴﾋﾞｽｵｵｶﾐ）

恵比寿、恵比須（ｴﾋﾞｽ）

蛭児

西宮大神（ﾆｼﾉﾐﾔｵｵｶﾐ）

神格

漁業の神、商業の神

市場の神、

農業の神、交易の神

利益

豊漁繁栄、航海安全

金運良好

交通安全、心願成就

ヒルコ

水蛭子

別称

蛭子神

図 4-1.加茂大神 （伊邪那美命・伊邪那岐命）
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4-2-4.素盞鳴尊スサノオ（ｽｻﾉｵ-ﾉ-ﾐｺﾄ）
『日本書紀』では素戔男尊、素戔嗚尊等である。『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、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。『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。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。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。

4-2-5.住吉大神
『日本書紀』では、底筒男命（ｿｺﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ）・中筒男命（ﾅｶﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ）・表筒男命（ｳﾜﾂﾂﾉｵﾉﾐｺﾄ）。『古事記』
では、底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命（読み同じ）と表記される３神の総称である。住吉大神とは、住吉大
社にともに祀られている息長帯姫命（神功皇后）を含めることがある（（図 4-1））。
海の神、航海の神、和歌の神とされるほか、オリオン座の三つ星に由来するとする説もある。住吉は、元は「す
みのえ」と読んだ。住吉の「吉」は古来では「エ」と読み、「住」（スミ）と「吉」（エ）の間に助詞の「ノ」を入れて、「住吉」
は「スミノエ」と読んだ。平安時代の頃から「スミヨシ」と読むようになった。スミノエとは「澄んだ入り江」のことであり
[要出典]、澄江、清江とも書いた。かつての神仏習合の思想では、それぞれ薬師如来（底筒男命）、阿弥陀如来
（中筒男命）、大日如来（表筒男命）を本地とすると考えられた。
誕生：伊邪那岐尊と伊邪那美命は国生みの神として大八島を生み、またさまざまな神を生んだが、伊邪那美命
が火之迦具土神を生んだときに大火傷を負い、黄泉国（死の世界）に旅立った。その後、伊邪那岐尊は、黄泉国
から伊邪那美命を引き戻そうとするが果たせず、「筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原」で、黄泉国の汚穢を洗い
清める禊を行った。このとき、瀬の深いところで底筒男命が、瀬の流れの中間で中筒男命が、水表で表筒男命が、
それぞれ生まれ出たとされる。

4-2-6.大国主命
大国主命の別称はつぎのとおりである。
所造天下大神（ｱﾒﾉｼﾀﾂｸﾗｼｼｵﾎｶﾐ）

地津主大己貴神（ｸﾆﾂﾇｼｵｵﾅﾑﾁﾉｶﾐ）

大国主神（ｵｵｸﾆﾇｼﾉｶﾐ）

大國主大神

大穴牟遅神（ｵｵﾅﾑﾁﾞ）

大穴持命（ｵｵｱﾅﾓﾁ)・

大己貴命（ｵﾎﾅﾑﾁ）

大汝命(ｵﾎﾅﾑﾁ)

大名持神（ｵｵﾅﾓﾁ）

国作大己貴命（ｸﾆﾂｸﾘｵﾎﾅﾑﾁ）

八千矛神（ﾔﾁﾎｺ）

葦原醜男

葦原色許男神（ｱｼﾊﾗｼｺｵﾉｶﾐ）

葦原志許乎（ｱｼﾊﾗｼｺｦ）

大物主神（ｵｵﾓﾉﾇｼﾉｶﾐ）

大國魂大神（ｵﾎｸﾆﾀﾏﾉｶﾐ)

杵築大神（ｷﾂﾞｷﾉｵｵｶﾐﾉｶﾐ）

顕国玉神（ｳﾂｼｸﾆﾀﾏﾉｶﾐ)

宇都志国玉神（ｳﾂｼｸﾆﾀﾏﾉｶﾐ）

伊和大神（ｲﾜｵﾎｶﾐﾉｶﾐ）

伊和神社主神（ｲﾜｼﾞﾝｼﾞｬﾇｼﾉｶﾐ）

幽冥主宰大神 （ｶｸﾘｺﾞﾄｼﾛｼﾒｽｵｵｶﾐ）

国作大己貴神（ｸﾆﾂｸﾘｵｵﾅﾑﾁﾉｶﾐ）

幽世大神（カクリヨノオオカミ）
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信仰：国造りの神、農業神、商業神、医療神、縁結びの神
事代主（言代主神）は、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。

4-2-7.熊野大神
熊野大神と呼称される神には以下のものがある。熊野三山の祭神。熊野権現を参照。熊野大社の祭神、加夫
呂伎熊野大神櫛御気野命（ｶﾌﾞﾛｷﾞﾉｸﾏﾉｵｵｶﾐｸｼﾐｹﾇﾉﾐｺﾄ）のこと。クナト大神（岐の神）

4-2-8.春日大神 （建御雷神）
春日神（ｶｽｶﾞﾉｶﾐ）は、神道の神である。春日明神または春日権現とも称される。春日大社から勧請を受けた神
のことであり、神社の祭神を示すときに主祭神と並んで春日大神などと書かれる。春日神を祀る神社は春日神社
などという社名になっており、日本全国に約 1000 社ある。春日大社の祭神は以下の四柱の神は 1.武甕槌命・2.
経津主命・3.天児屋根命・4.比売神である。藤原氏（中臣氏）の守護神である武甕槌命（鹿島神宮）と経津主命
（香取神宮）、祖神である天児屋根命と比売神を祀る。四神をもって春日神と総称される。

4-2-9.誉田分命 （応神天皇・誉田別尊・誉田別命）
誉田分命の別名は次の通りである。
八幡神（ﾔﾊﾀﾉｶﾐ､ﾊﾁﾏﾝｼﾝ）

誉田別命（ﾎﾝﾀﾞﾜｹﾉﾐｺﾄ）

八幡大菩薩（ﾊﾁﾏﾝﾀﾞｲﾎﾞｻﾂ）

応神天皇（ｵｳｼﾞﾝﾃﾝﾉｳ）

誉田別尊（ﾎﾑﾀﾜｹﾉﾐｺﾄ）

大鞆和気命（ｵｵﾄﾓﾜｹﾉﾐｺﾄ)

品陀和気命（(ﾎﾑﾀﾞﾜｹﾉﾐｺﾄ)

誉田別天皇（ﾎﾑﾀﾉｽﾒﾗﾐｺﾄ）

凡牟都和希王（ﾎﾑﾀﾜｹﾉﾐｺ）

品太天皇（ﾎﾑﾀﾞﾉｽﾒﾗﾐｺﾄ）

誉田天皇（ﾎﾑﾀﾉｽﾒﾗﾐｺﾄ/ﾎﾝﾀﾞﾉｽﾒﾗﾐｺﾄ）

胎中天皇（ﾊﾗﾉｳﾁﾆﾏｼﾏｽｽﾒﾗﾐｺﾄ）

この天皇の治世、王仁など多くの渡来人の来朝があった。

4-2-10. 菅原道真
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
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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。

4-1-11.天櫛玉命（ｱﾒﾉｸｼﾀﾏﾉﾐｺﾄ）
『先代旧事本紀』によると、 饒速日命は十種の神宝をもち、三十二人の防衛、五部人、五部造、天物部等二十
五部人、船長という多数の随伴者を従えて天降ったとある。系統不詳。邇芸速日命の天降りの時、属神として下が
っった。鴨県主等の祖。御子神に天櫛耳命。
伊勢国風土記逸文に「伊勢と云うは、伊賀の穴志の社に坐す神、出雲の神の子、出雲建の子の命、又の名は
伊勢都彦の神、又の名櫛玉命、此の神、昔、石もて城を造り、 其の地に坐しき。ここに阿倍志彦の神、来り奪えど
勝たずして還り却りき。因りて名を為しき」とある。同神か。大己貴神の前に出現した奇魂神と同神とする説もある。

５.南近義神社の鳥居と灯籠の測量
5-1.南近義神社の鳥居の写真

写真 5-1.南近義神社の第一鳥居

写真 5-2.扁額

写真 5-3.南近義神社の第二鳥居

5-2.の測量値と回帰方程式
表５-１は南近義神社の明神系鳥居の測量値（ｍ）である。柱直径において、最大値は 0.65ｍ、平均値 0.47
ｍと最小値 0.38ｍである。柱間距離において、最大値は 4.72ｍ、平均値 3.45ｍと最小値 2.93ｍである。貫下
点において、最大値は 4.72ｍ、平均値 3.45ｍと最小値 2.70ｍである。貫上点において、最大値は 5.36ｍ、平
均値 3.58ｍと最小値 3.00ｍである。笠木下点おいて、最大値は 6.50ｍ、平均値 4.39ｍと最小値 3.39ｍである。
笠木上点おいて、最大値は 6.75ｍ、平均値 4.61ｍと最小値 3.59ｍである。反増しにおける最大値は 7.59ｍ、
平均値 4.89ｍと最小値 3.75ｍである。

表５-１.南近義神社の鳥居の測量値（ｍ）
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図 5-1.南近義神社と積川神社の笠木比較

図 5-2.南近義神社と積川神社の貫の比較

図 5-1 と図 5-2 によると、南近義神社の第一鳥居と第二鳥居の高さは、それっぞれ最も高くと最も低いあた
いである。積川神社の鳥居は、その中間の値であることが判明した。

図 5-3.南近義神社鳥居の貫の高さと柱間距離

図 5-4.南近義神社鳥居の笠木の高さと柱間距離

図５-3 は、南近義神社と積川神社鳥居の柱間距離と貫の高さとの関係である。南近義神社と積川神社鳥居
の柱間距離と貫高さとの関係図である。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（R2）は
0.995 と 0.994 である。
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貫上： Y=0.308X2 -0.460X +1.942……………（R2=0.995）………測量値……(5-1)
貫下： Y=0.373X2 -0.966X +2.577……………（R2=0.994）………測量値……(5-2)
図５-4 は南近義神社と積川神社鳥居の柱間距離と笠木の高さとの関係である。南近義神社と積川神社鳥
居のの柱間距離と笠木の高さとの関係図である。鳥居の柱間距離と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（R2）は 0.994 と 0.996 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)

5-4.南近義神社の灯籠

写真 5-3.南近義神社の参道灯籠は第一鳥居から本殿に向かって並んでいる。灯籠は 62 基
表 5-2.南近義神社の灯籠の測量値

図 5-5.南近義神社の灯籠のグラフ

表 5-2 は、南近義神社の灯籠の測量値である。図 5-5 は南近義神社の灯籠のグラフである。参道灯籠 2
（2.01ｍ）と鳥居 2 灯籠（2.29ｍ）は最も低いさで、2ｍ以上である。参道灯籠 3（3.08ｍ）、鳥居 1 灯籠（3.21m）と
拝殿前（3.56m）は 3 以上である。ゆえに、最大値は 3.56ｍ、平均値は 2.745ｍと最小値は 2.01ｍである。

６.おわりに
約 300 年の歴史と伝統を誇る「岸和田だんじり祭」は、元禄 16 年（1703 年）、時の岸和田藩主岡部長泰（ｵｶ
ﾍﾞﾅｶﾞﾔｽ）公が、京都伏見稲荷を城内三の丸に勧請し、米や麦、豆、あわやひえなどの５穀物がたくさん取れる
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ように（五穀豊穣）祈願し、行った稲荷祭がその始まりと伝えられている。当初の祭礼は、｢にわか｣や狂言など
の芸事を演じ、その後に三の丸神社、岸城神社へ参拝したようである。
実りの秋を祝うだんじりは、小さな軽い「引檀尻（ひきだんじり）」をこしらえ、その上に「作り物」を載せて曳行
したのが始まりといわれている。祭礼の 2 日間は、だんじりが市内 3 地区に分かれてパレード・式典などを行い、
その勇壮さを競う。貝塚市における 2017 年だんじり祭のコ－スは、寺内町エリアと麻生郷エリアの北コース。麻
生郷エリア 南コース。木島谷エリアの水間街道コース。木島谷エリアの水間周辺コース。西葛城エリア。和泉
葛城山のハイキング A コース。和泉葛城山のハイキング B コース。近木庄エリアの近木庄コース。近木庄エリ
アの紀州街道コースである。
【平成 29 年だんじり祭日程】：試験曳き 10 月 1 日（日曜日）
麻生郷地区：13 時 30 分～16 時 30 分。南近義地区：14 時～17 時。木島・西葛地区：14 時～17 時、宵宮 10
月 7 日（土曜日）。麻生郷地区：曳き出し 6 時～、パレード・式典 13 時 15 分～、夜間曳行 19 時～21 時 30
分。南近義地区：曳き出し 6 時～、外周パレード 8 時 30 分～10 時 30 分、貝塚イオン五町顔合わせ（イオン
駐車場） 13 時～14 時 30 分、夜間曳行 19 時 30 分～20 時 40 分。木島・西葛地区：曳き出し 6 時～、パレ
ード・式典 10 時 20 分～、13 時 15 分～、本宮 10 月 8 日（日曜日）。麻生郷地区：宮入（阿理莫神社） 9 時
～11 時 50 分、宮入（高龗神社） 9 時～、午後曳行 13 時 30 分～、夜間曳行 19 時～21 時 30 分。南近義
地区：宮入（南近義神社） 8 時 30 分～10 時 30 分。パレード・式典 13 時～。木島・西葛地区： 宮入（稲荷神
社） 10 時～12 時、宮入（西葛城神社）10 時～。

写真 6-1.宮入神事

写真 6-2.王子町会のやり回しのシーン（藤浦がひな壇に乗っている）
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定)

17

参 考 文 献
1）保坂達雄； 『文学の誕生 シリーズ・古代の文学 3「兄と妹」』 、蔵野書院、1977 年。
2）角川日本地名大辞典編纂委員会：「角川日本地名大辞典」、角川書店、1983 年。
3）「大阪府の地名Ⅱ」、平凡社地方資料センター、１９８６年。
4）戸部民夫； 『八百万の神々-日本の神霊たちのプロフィール』、新紀元社、1997 年。
5）西郷信綱；『古事記研究』、 未来社、2002 年。
6）平藤喜久子； 『神の文化史事典』、白水社、2013 年。
7）桐村英一郎； 『古代の禁じられた恋-古事記・日本書紀が紡ぐ物語』、森話社、2014 年。
8)沢 勲；「日本書記、神代巻本分による神系図」、洞窟環境 NET 学会紀要５号、2014 年。
9)沢 勲・小西正則・上野 裕・肥塚義明；「兵庫県淡路市、淡路国・一之宮の聖域、伊弉諾神宮の由来と鳥
居」、洞窟環境 NET 学会紀要 5 号、2014 年。
10)沢 勲；「三重県伊勢市、伊勢神宮（内宮）のツア-参加との記録」、洞窟環境 NET 学会紀要 5 号、2014
年。
11)沢 勲；「和歌山県那智勝浦町、世界遺産、熊野那智本社の参詣道と環境」、洞窟環境 NET 学会紀要６
号、2015 年。
12）沢 勲・古谷昭雄・中岡愛彦・朴 永炅；「大阪市中央区、神功皇后と摂津国一之宮、坐摩神社の由来と陶
器」、「洞窟環境 NET 学会紀要６号、2015 年。
13）沢 勲；「三重県伊勢市、伊勢神宮に関連する二見興玉神社と金剛證寺」、「洞窟環境 NET 学会紀要７
号、2016 年。
14）大辞泉；「伊弉諾尊／伊邪那岐命 イザナギノミコト」 デジタル大辞泉、2016 年。
16)沢 勲・近江巳記夫・古谷昭雄・藤田康雄；「和歌山県田辺市、神武天皇 熊野本宮大社の由来と鳥居」、
洞窟環境 NET 学会紀要 8 号、2017 年。
17）おのころ島神社；「おのころ島神社 由緒」、おのころ島神社、2017 年。
1）http://www.kintetsu.co.jp/近鉄
2）http://kazu1000.muragon.com/南近義神社写真
３）http://www.msn.com/南近義神社
4）http://www12.plala.or.jp/HOUJI/南近義神社
5）http://www.kaiunnoyashiro.com/jinja-link/南近義神社
6）http://www.buccyake-kojiki.com/archives/古事記 ml
7）http://kamnavi.jp/inari/hyoutan.htm 南近義神社
8）http://kamnavi.jp/ny/minamikogi.htm/南近義神社
9）www.geocities.jp/engisiki/izumi/貝塚市教育委員会
10）https://www.bing.com/南近義神社
11）https://ja.wikipedia.org/wiki/南近義神社
12）https://map.goo.ne.jp/place/南近義神社

18

別表 1.南近義神社と地域の歴史
和歴

西
暦

弘安７

1284

正応３

1290

内

近木庄が高野山鎮守の丹生都比売神社（天野明神社）に寄進された際、分霊が歓請さ
れ、天野明神とも呼ばれた。
３月 27 日、院宣を以って丹生高野社（丹生郡比売社）に寄進されてより長く高野山領であ
ったので、その御分霊を勧請して産土神と崇め春ったものであろう。

天文 24

1555 石山本願寺下の寺内町として取り立てられる。

天正 5

1577

天正 8

1580 寺内町が復興。

天正 10

1582 豊臣秀吉から寺内諸役免除の朱印状下付。

天正 11

1583

慶長 12

1607 准如より願泉寺の寺号を授かる。

慶長 15

1610

慶長 18

1613 徳川家康により 3 間幅の周濠がめぐらされる。

明治５

容

織田信長による雑賀攻めにより全焼。 貝塚寺内にいた雑賀衆は前日のうちに海路紀州へ
撤退していた。

～天正 13（1585）年 近木川流域に城砦群を築いた根来・雑賀の紀州勢と、中村一氏率い
る岸和田勢が対立。

徳川家康から寺内諸役免除の黒印状下付。卜半家二代了閑によって五ヶ町に再編され、
岸和田城下と並ぶ泉南の代表的都市となる。

1872 村社に列した。
八品神社は１０月、浦田宇氏神の五社神社 1 を、翌３０日沢宇ウベの熊野神社 2、同宇半

明治４０

1907

明治 40

1907

明治 40

1907

明治４０

1907

明治４０

1907 から４２（1909）年、南近義村の全地域に所在する２４の神社を合祀し、南近義神社改名。

明治 40

1907 11 月には、9 字貝田の村社加支多神社、10 大字沢字高林の加茂神社を合祀した。

明治 41

1908 9 月、11 字新出の加茂神社を合祀。

明治４２

1909 ５月、夏季の神社を合祀し、、社名が変えられ現在に至る。現社号に改称した。

明治４２

1909 南近義神社はもと「丹生神社」と称したが、５月に今日の社名に改められた。

明治４4

1911 ５月神饌幣帛料供進神社に指定された。

戸の道陸神社 3、同宇高林の加茂神社 4、同宇堂の坂の五社神社 5…
八品神社は１１月、同宇四柱の菅原神社 6 を合祀したもので、熊野九十九王子のうち、鞍
持王子 7、近木両王子 8 も合祀されていた。
鞍持王子(ｸﾗﾓﾁｵｳｼﾞ)は、南近義神社（貝塚市王子）に合祀され廃絶。現在、比定地には
鳥居と小社祠が遺されている。
１１月１６日「加支多神社」を合祀。この加支多神社は、『延喜式神名帳』にある「加支多神
社（和泉国・日根郡）」に比定される式内社（小社、鍬靫）ともされる。
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平成 21

2009 9 月には合祀百年祭が斎行され、神事の後、地車（だんじり）の宮入りが行われた。

