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兵庫県養父市、紀元前 66 年、但馬国三宮、養父神社の由来と文化
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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.
キーワード：営造物、第 10 代崇神天皇、文化財、古墳
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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、兵庫県養父市養父市場 840 にある養父神社、古代の地域である。養父神社の所在地は北
緯 35 度 23 分 15 秒・東経 134 度 48 分 14 秒:（高さ 64.7m）である。主祭神は貪稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ）、少彦名
命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）、大已貴命（ｵｵﾅﾑﾁﾞﾉﾐｺﾄ）、谿羽道主命（ﾀﾆﾊﾐﾁﾇｼﾉﾐｺﾄ）、船帆足厄命（ﾌﾅﾎｿｺﾈﾉﾐｺﾄ）、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５柱である。創建以来、此の地に鎮座は、山頂に上社、中
腹に中社、現社地に下社があった。すなわち、祭神は、上社には大己貴尊、中社には倉稲魂尊命・少彦名命、
下社には谿羽道主命・船帆足尼命の神である。神社の創建は、伝崇神天皇 30 年（西暦前６６）である。
境内の地は、歴史背景を抑えつつ養父神社の社殿・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養父神社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、最後
に、神社の年表と内容を纏めることができた。

２．養父神社の資料
２-1.兵庫県養父市環境
養父市の規模は、面積:422.91km2 、総人口:23,562 人（推計人口、
2017 年 5 月）、人口密度:55.7 人/km2、隣接自治体:豊岡市、朝来市、
宍粟市、美方郡香美町、鳥取県八頭郡若桜町、市の木：ブナ、市の花:
ミズバショウである。
養父市の区分は、兵庫県北部に位置する市。但馬県民局管轄区
域。中山間地農業の改革拠点として、国家戦略特区に指定されてい
る。地理は、山（氷ノ山、鉢伏山、妙見山、大徳山）、河川（円山川、大
屋川、八木川、建屋川）、気候（日本海側気候で豪雪地帯）、自然公園
（氷ノ山後山那岐山国定公園）である(写真 2-1)。
養父エリア（中東部）は、養父神社は但馬五社の一つ。ほたるの里：
ふる里いきものの里 100 選、兵庫県ゲンジボタル保護区（蛍の見頃：6

写真 2-1.養父市の養父神社付近

月上旬～下旬）、大藪（おおやぶ）古墳群-但馬最大級の後期古墳群、
建屋のヒダリマキガヤ-日本最大のヒダリマキガヤ（樹齢 800 年、国の天然記念物）、特産・地域文化：但馬弁、
但馬牛、ネクタリン、富有柿、八鹿豚、八鹿焼、鯉料理-江戸時代からの名物料理（養父市場）。
歴史は、2004 年 4 月、養父郡八鹿町、養父町、大屋町、関宮町の４町が合併して養父市が発足。発足後の市
役所は、旧八鹿町役場に設置された。7 月 4 日、市章を制定する。2010 年、 市立養父小学校が灯油 4,000 リッ
トルを一級河川に流出させる環境汚染事件が発生。2014 年 3 月、国家戦略特区に指定。
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２-4.養父神社の摂社の神様と沿革
兵庫県養父市養父市場に鎮座の養父神社におい
て、本殿は大形の建造物で屋根は桧皮荷の入母屋造
り、胸の上には千本と鰹木という神社建築特有の装飾が
ある。豪華な彫刻や組物が施された御本殿には荘朧さ
が漂い、但馬を代表する建造物である（図 2-1）。
【祭神】貪稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ)、少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅ
ﾉﾐｺﾄ）、大已貴命（ｵｵﾅﾑﾁﾞﾉﾐｺﾄ）、鎔羽道主命（ﾀﾆﾊﾐﾁﾇ
ｼﾉﾐｺﾄ）、船帆足尼命（ﾌﾅﾎｿココネﾉﾐｺﾄ）を祭神として御
祀りしている。
『但馬考』：上社は大己貴命、中社は倉稲魂命・少彦
名命、下社は谿羽道主命・船帆足尼命に記載。『養父郡
誌』：上社保食神・五十猛命、中社少彦名命、下社谿羽
道主命・船帆足尼命に記載。『特選神名牒』：大己貴命、
四座不詳、『兵庫県神社誌』：倉稻魂命、五十猛命、少
彦名命、谿羽道主命、船帆足尼命に記載している。
養父神社は、仁明天皇の承和１２（845）年、従五位下
の神階を授けられ、清和天皇の貞観１１（869）年、正五

図 2-1.養父神社の平面図

位下に進み、貞観１６（8７４）年、正五位上となり、延喜式の制名神大二座、小社三座もなる。明治６（1873）年に１
０月に、郷社に列し、明治１２（1879）年４月に縣社に昇格した。
但馬国三宮：次の２説。水谷神社（養父市奥米地）と養父神社（養父市養父市場）：但馬国三宮、式内社（名神
大）。「養父の明神さん」と呼ばれ、農業の神として知られる。養父神社のある養父市場は古くから但馬牛の牛市
の中心地であり、現在でも近隣の大藪で但馬牛のせり市が開かれている。表 2-1 は、弥高山全体が神体、山頂
に上社、中腹に中社、現社地に下社である。

表 2-1.養父神社の摂社の神様と役割
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沿革：第 54 代仁明天皇（833 年-850 年）、承和 12（845）年に無位の養父神社を従五位下に叙し 第 56 代清和
天皇(858-876) 貞観 11（869）年、従五位上養父神を正五位下に叙され、貞観１６年に正五位上を加える。第 60
代醍醐天皇（897-930）の時代には、延喜式が

表 2-2.延喜式・巻十神名式

定められるに当り養父神三座を名神大社として
登載された。その后、明治 6（1873）年に郷社、
明治 12（1879）年４月に、県社に昇格した。社
殿については、御霊社は，応永 30（1423）年に

但馬国

131 座

大

18 座

小

103 座

養父郡

30 座

大

3座

小

27 座

夜夫座神社 名神

大

2座

名神

小3座

建立した。本社並に、山野口神社は慶長 14（1609 年）年建立した。社務所は元禄年中（1688-1704）に建立した。
境内地兼社有地数千坪にして、四季の花咲き乱れ風光明媚にして参拝者が、多く活用されつつある。

３.養父神社の由来と現在
3-1.養父神社の和文由来と現在
祭神：貪稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ)：米麦養蚕牛馬の神様：少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）：薬草、治病の神様、大巳貴
命（ｵｵﾅﾑﾁﾞﾉミコト：大国主命）：国土開発統治の神様、谿羽道主命（ﾀﾆﾊﾐﾁﾇｼﾉミコト：但馬道主命）：国民生活安
定の神様、船帆足尼命（ﾌﾅﾎｿﾌコネﾉミコト）：地方政治の神様である。江戸時代に編纂された地誌『但馬考』、弥
高山の山頂には上社に大己貴命、中腹の中社に倉稲魂命と少彦名命、現社地である下社に谿羽道主命を祀る
との記述がある。
社格：仁明天皇の承和１２（840）年に従五位下の神階を授けられ、清和天皇の貞観１１（869）年に、正五位下
に進み、貞観 16（874）年、正五位上となり、延喜式の制名神大二座、小社三座となる。明治６（1873）年１０月には
郷社に列し、明治１２（1879）年４月、県社に昇格した。歴史：崇神天皇 30（西暦前６６）年創祀と伝えられ、天平 9
（737）年の『但馬国税正帳』にも出石神社、粟鹿神社の名が見える。神階は、承和 12 年（845 年）に従五位下を
授けられ（『続日本後紀』）、貞観 11 年（869 年）に正五位下、同 16 年（874 年）に、正五位上まで昇叙した（『日本
三代実録』）。『延喜式神名帳』には「夜夫坐神社五座（名神大二座小三座）」との記載がある。
本殿：社殿創建は和銅２（７09）年、三間社流造り、奈良時代である。貞和元/興国 6(1345)年に、将軍の足利尊
氏、後にも細川勝元により修造され、現在に至る。規模は桁行三間・梁間二間、屋根は、桧皮葺・入母屋造、面
積 45 坪・148.76ｍ2 と備考は、正面千鳥破風付である。境内摂社：上津（かみつ）社・下津（しもつ）社・山野口（や
まのくち）神社・加遅屋（あぢか）神社・御霊（ごりょう）神社・琴平（ことひら）神社・五社（ごしゃ）神社・厳島（いつく
しま）神社。文化財：兵庫県教育委員会は 2010 年３月に本殿・拝殿・摂社山野口神社本殿、摂社五社神社本殿
の４棟の建造物を兵庫県有形文化財に登録された。共に江戸時代後期から末期までに建造されたものである。

表 3-1.兵庫県養父市、養父神社の和文詳細資料
1

主祭神

2

神社創建

倉稲魂命（ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ）、少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）、大已貴命（ｵｵﾅﾑﾁﾞﾉﾐｺﾄ）、鎔羽
道主命（ﾀﾆﾊﾐﾁﾇｼﾉﾐｺﾄ）、船帆足厄命(ﾌﾅﾎｿｺﾈﾉﾐｺﾄ）
創建は伝崇神天皇 30 年（西暦前６６）

5

上社には大己貴命、中社には倉稲魂命・少彦名命、下社には谿羽道主命・船帆足尼

3

祭 神

4

鎮 座

創建以来、此の地に鎮座は、山頂に上社、中腹に中社、現社地に下社があった

5

社格等

式内社（名神大）、但馬国の三之宮、旧県社。

6

例 祭

7

鎮座地

命の神である。

春季大祭（祈年祭）:２月２５日、お走り祭:4 月１５・16 日第 3 日曜日とその前日、八十
八夜祭:5 月 2・3 日、秋季大祭（例祭）: 10 月 10 日。
兵庫県養父市養父市場 840、高さ 64.7m
鉄道・バス JR 山陰本線養父駅より徒歩約 2km、JR 山陰本線養父駅より全但バス「八

8

交通手段

鹿駅」行きで養父明神下車すぐ、JR 山陰本線八鹿駅より全但バス「和田山・山口」行き
で養父明神下車すぐ。

9

位 置

10

電話・FAX

11

本 殿

13

境内摂社

14

鳥 居

15

古 墳

北緯 35 度 23 分 15 秒

東経 134 度 48 分 14 秒: 高さ 64.7m

079－665-0252
本殿の様式入母屋造檜皮葺
山野口（やまのくち）神社・加遅屋（あぢか）神社・御霊（ごりょう）神社・琴平（ことひら）
神社・五社（ごしゃ）神社・厳島（いつくしま）神社
鳥居は 1 基である。
川の向こうには養父神社。大薮古墳群は、東からコウモリ塚古墳・塚山古墳・禁裡塚古
墳・西の岡古墳など４基の古墳。
兵庫県教育委員会は 2010 年に本殿・拝殿・摂社山野口神社本殿、摂社五社神社本
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文化財

殿の４棟の建造物を、兵庫県登録有形文化財に登録。江戸時代後期から末期までに
建造された。
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別当

水谷山普賢寺

３-２.養父神社の由来と現在（英文）
WORSHIPPED GODS ： ①Ukanomitama ： God of a rice and oats sericultural beast,

②

Sukunahikona：God of medicinal herbs and disease, ③Oonamudi：Ōkuninushi：God of national land
development government, ④Tanihamitinushi：God of people's living stability，⑤Hunahosohukone：
God of local politics. At the summit of Yatakayama (654 m) in Okayama prefecture, there is a
description that enshrines Ōkuninushi in the Kami-yashiro, Ukanomitama and Sukunabikona in the
naka-yashiro, Tanihamitinushi · Hunahosohukone in the Shimo-yashiro.
HISTORY:Foundation in Yabu shrine is told with Emperor Sujin 30 (66 in front of
the Christian era) year. Yabu shrine is Sanjomiya of Tajima County, Shikinai-sha
（myouzintai）. Yabu shrine is called "Mr. Myouzin of Yabu" and is known as the god
of agriculture. In 737, Yabu shrine has Izushi Shrine and Awaga shrine names in
"Tajima County Book". Foundation in Yabu shrine is told with Emperor Sujin 30 (66
in front of the Christian era) year. Yabu shrine is Sanjomiya of Tajima County,
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Shikinai-sha（myouzintai）.Yabu shrine is called "Mr. Myouzin of Yabu" and is known
as the god of agriculture.In 737, Yabu shrine has Izushi Shrine and Awaga shrine
names in "Tajima County Book". Foundation in Yabu shrine is told with Emperor
Sujin 30 (66 in front of the Christian era) year. Yabu shrine is Sanjomiya of Tajima
County, Shikinai-sha （myouzintai）. Yabu shrine is called "Mr. Myouzin of Yabu"
and is known as the god of agriculture. In 737, Yabu shrine has Izushi Shrine and
Awaga shrine names in "Tajima County Book". Foundation in Yabu shrine is told with
Emperor Sujin 30 (66 in front of the Christian era) year. Yabu shrine is Sanjomiya
of Tajima County, Shikinai-sha（myouzintai）. Yabu shrine is called "Mr. Myouzin of
Yabu" and is known as the god of agriculture. In 737, Yabu shrine has Izushi Shrine
and Awaka shrine names in "Tajima County Book".
HONDEN：In 709, the foundation of the shrine was Sankencha / Nagarezudikuri, the Kamakura

period. In 1345, the main hall was erected by Ashikaga Takauji and was later remodeled by Hosokawa
Katsumoto and reached the present. The main hall is Ketayukimima · Harimaniken, the roof is
Hiwadabuki · Ilimo Yakuriku, the area ( 148.76ｍ2).
KEIDAI-SESSHA ： Kamitusha ・ Shimotusha ・ Yamanokuti shrine ・ Adika shrine ・ Goryou shrine ・
Kotohira shrine・Gosha shrine・Itukushima shrine.
CULTURAL PROPERTY：In 2010, the Hyogo Prefectural Board of Education registered the buildings
of 4 buildings (Hoｎden, Haiden, Yamanokuti shrine and Gosha shrine of Sessha Shaden) as a Hyogo
prefecture registered tangible cultural asset. Yabu shrine is Sanjomiya of Tajima County, Shikinai-sha
（myouzintai）. Yabu shrine is called "Mr. Myouzin of Yabu" and is known as the god of agriculture.

In 737, Yabu shrine has Izushi Shrine and Awaga shrine names in "Tajima County Book".

表 3-2.大阪府東大阪市、養父神社の英文詳細資料
①Ukanomitama：God of rice and oats sericultural beast,②Sukunahikona：
1

Worshipped

God of medicinal herbs and disease, ③Oonamudi：Ōkuninushi：God of

Gods

national land development government, ④ Tanihamitinushi ： God of
people's living stability，⑤Hunahosohukone：God of local politics.

2

Foundation

Foundation in Yabu shrine is told with Emperor Sujin 30 (66 in front of the
Christian era) year.

At the summit of Yatakayama (654 m) in Okayama prefecture, there is a
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Enshrined
Gods

description that enshrines Ōkuninushi in the Kami-yashiro,
Ukanomitama and Sukunabikona in the naka-yashiro, Tanihamitinushi ·
Hunahosohukone in the Shimo-yashiro.
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Tinza

This shrine had top shrine on the top of the mountain, middle Shrine on
the hillside and under shrine at the present site.

7

Yabu shrine is Sanjomiya of Tajima County, Shikinai-sha （myouzintai）.
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Shrine Site

Yabu shrine is called "Mr. Myouzin of Yabu" and is known as the god of
agriculture.

Spring Great Festival (Prayer Festival): February 25, Running Festival:
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Reisai

The 3rd Sunday of 15th and 16th April and the day before that, the 80th
Festival: May 2nd and 3rd of May, the Autumn Great Festival (festival):
October 10.
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Shrine Site

840, Yabuichiba, Yabu city, Hyogo-ken and height 64.7m

Railroad · bus About 2 km from JR San-in main line JR Osaka
station.From JR San-in main line Yodo station Junichi bus bound for
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Access

Yokaga station and getting to the adoptive undercarriage
immediately.From JR San-in Main Line Yokaga Station All bus bus
bound for "Wadayama / Yamaguchi" and getting to the adoptive
undercarriage immediately.
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Latitude

10

TEL・FAX

11

Honden

13
14

Keidai

Northern latitude 35 degrees 23 minutes 15 seconds east longitude 134
degrees 48 minutes 14 seconds:
079-665-0252
The scale is Ketayukimima Harimaniken. A roof is Hiwadabuki
Irimoyadukuri. The area is 148.76m2.
Yamanokuti Shrine, Adika Shrine, Goryou Shrine, Kotohira Shrine, Gosha

Sessha

Shrine, Itukushima Shrine

Torii

Torii is 1-ki.
Ooyabu Kofun group is 4 Kofun including Koumorituka-Kofun,
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Kofun

Tukayama-Kofun, Kinutituka-Kofun and Nishinooka-Kofun from the
east.
In 2010, the Hyogo Prefectural Board of Education registered the
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Cultural

buildings of 4 buildings (Hoｎden, Haiden, Yamanokuti shrine and Gosha

Property

shrine of Sessha Shaden) as a Hyogo prefecture registered tangible
cultural asset.
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Bettou

The Edo Period does syncretization of Shinto with Buddhism and is called
"Mizutaniyama Fukenji", and is a groom temple of Mitsuru Fukudera.
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４．養父神社の社殿
4-1.養父神社の社殿の写真

写真 4-1.養父神社の本殿

写真 4-2.養父神社の幣殿と紅葉

◎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奈良時代のもので、
貞和元/興国 6(1345)年に足利尊氏、後にも細川勝元により修造され、現在に至る。養父神社本殿において、規
模は桁行三間・梁間二間、屋根は桧皮葺・入母屋造、面積は４５坪≂148.76ｍ2 と備考は、正面千鳥破風付である
（写真 4-1）。写真 4-1 は、養父神社の本殿の鰹木が見られる、写真 4-2 と写真 4-3 は養父神社の幣殿まわりに
ある紅葉。

写真 4-3.養父神社の幣殿

写真 4-4.養父神社の拝殿

◎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る。神前結婚
式にも使われている。養父神社拝殿において、規模は桁行三間・梁間二間。屋根は、銅板葺・入母屋追と面積

は 36 坪＝119.01ｍ2 である（写真 4-4）。写真 4-4 は養父神社の拝殿と内部である。

9

4-２. 養父神社の摂社
4-２-1.山野口（やまのくち）神社の祭神は大山祇命(別名;山の口の大神)
山野口神社において、規模は桁行三間・梁間三間、屋根は銅板葺・切妻造と、備考は正面千鳥破風付である。
祭神について、大山祗神(ｵｵﾔﾏﾂﾐﾉｶﾐ)は山の神
であり、猿田毘古神(ｻﾙﾀﾋｺﾉｶﾐ)は交通安全と導き
神である。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られる。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 4-5 と図 4-２）。
写真 4-５.養父神社の摂社の山野口神社

◎大山祗神は、大山積神や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名姫（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、ｵｵﾔﾏﾂﾐ神
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、ｸｼﾅﾀﾞﾋﾒとの間の子､
八島士奴美(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神である｡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（ﾜﾀｼｵｵｶﾐ）の｢ワタ｣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
山祗神は山の神とも言われる｡

図 4-２.須佐之男命と宇迦之御魂神と大山津見神
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4-２-２.厳島（いつくしま）神社の祭神は大国主神
厳島神社において、規模は桁行一間・梁間一間と屋根は銅板葺・一間柱流造である（写真 4-６）。大国主神
（ｵｵｸﾆﾇｼ）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
で天穂日（ｱﾒﾉﾎﾋ）神に国土を献上したことから「国譲りの神」とも呼ばれ、出雲大社の祭神である。
神話の記述：大国主神は、『日本書紀』本文によるとスサノオの息子。また『古事記』、『日本書紀』の一書や『新
撰姓氏録』によると、スサノオの六世の孫、また『日本書紀』の別の一書には七世の孫などとされている。 父は天
之冬衣神、母は刺国若比売。スサノオの後に少彦名命（ｽ
ｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）と協力して天下を経営し、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させる。だ
が、高天原（ﾀｶﾏｶﾞﾊﾗ）の天照大神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
建ててほしいと条件を出したことに天照大神が約束したこ
とにより、このときの名を杵築大神ともいう。

写真 4-６.養父神社の摂社の厳島神社

大国主神を扱った話として、「因幡の白兎」の話、「根之堅州(カタズ)の国」訪問の話、沼河媛（ﾇﾅｶﾜﾋﾒ）への妻
問いの話が『古事記』に、国作り、国譲り等の神話が『古事記』・『日本書紀』に記載されている。『出雲国風土記』
においても多くの説話に登場し、例えば、意宇郡母里郷（現在の島根県安来市）の条には「越の八口（ｺｼﾉﾔｸﾁ
ﾉ）」を大国主命が平定し、その帰りに国譲りの宣言をしたという説話がある。「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、葦原中国平定。https://ja.wikipedia.org/wiki/大
国主大神

4-２-３.加遅屋（かじや）神社の祭神は、奧津彦命(ｵｷﾂﾋｺﾉﾐｺト)、奧津姫命(ｵｷﾂﾋﾒﾉﾐｺﾄ)、猿田彦
命(ｻﾙﾀﾋｺﾉﾐｺﾄ)
加遅屋神社において、規模は桁行一間・梁間一間、屋
根は銅板葺・一間柱流造である。彦は日子とも書く。日本
で竈の守護神をいう。家の奥に祀るから奥津という。妻神
は奥津姫（比売）命で、二神。猿田彦命(ｻﾙﾀﾋｺ）を祀る場
合と、妻神だけを祀る場合とがある（写真 4-7）。

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

写真 4-7.養父神社の摂社の加遅屋神社

する神。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。『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）が日向(ﾋﾑｶ)国の高千穂峰に天降した時、天の八衢（ﾔﾁﾏﾀ）に立って高天原から葦
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原の中国までを照らす神がいた。そ
の神の鼻の長さは七咫（ﾅﾅｱﾀ）、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あった。そこ
で天照大神と高木神は天宇受売命
（アメノウズメ）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（くにつかみ）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、天鈿女命（ｱﾒﾉｳｽﾞﾒ・芸術の神）
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

図 4-1.素盞嗚尊と大国主との関係

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（おきたましんせき）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

4-２-４.御霊（ごりょう）神社の祭神は宇賀御霊大神（ｳｶﾉﾐﾀﾏ）
御霊神社において、規模は桁行
一間・梁間二間と屋根は銅板葺・春
日造である（写真 4-8）。元々の祭神
は、宇賀御霊大神であったが明智
光秀公もお祀りしている。丹波にお
いて善政を施していたが信長公を
討ったことから逆臣の名を遺し、そ
の御霊を慰めようと御霊神社となっ
た。

写真 4-8.養父神社の摂社の御霊神社
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4-２-５.摂社の五社（ごしゃ）神社
五社神社において、規模は桁行三間・梁間一間と屋根は銅板葺・三間柱流造である。五社神社の祭神は、天
熊大人神、天照皇大神、素盞嗚命、月読命、五十猛命である（写真 4-9）。
◎素盞嗚尊：素盞嗚大神はイザナギの鼻から生まれ
た男神。素盞嗚（ｽｻﾉｵ）大神・海原を統治する神で
ある。素盞嗚大神は、伊許諾大神が顔を洗っておら
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冉大
写真 4-9.養父神社の摂社の五社神社

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。素盞嗚大神は、これまでのお振る舞いを深く悔やまれ、出雪国に降り立たれた。そ
して、この国で暴れまわっていた恐ろしい大蛇「八俣（ﾔﾏﾀ）の遠呂智（ｵﾛﾁ）」から人々を助けることを決意され、
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。その後，櫛名田媛（ｸｼﾅﾀﾞﾋ
ﾒ）と結ばれ多くの子孫を作り雄々しく、やさしい神となった素盞嗚大神は、その偉大なご事績からさまざまな信仰を

集めた。素盞嗚尊は厄除けの神と火の神と言える。

4-２-6.琴平（ことひら）神社の祭神は、大国主神と天照大御神
琴平神社において、規模は桁行一間・梁
間一間と屋根は銅板葺・一間柱流造りである
（写真 4-10）。主祭神は大国主命（ｵｵｸﾆﾇｼﾉ-ﾐｺﾄ）の結び、金運、長寿と福の神であり、
三穂津姫命（ﾐﾎﾂﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）の五穀豊穣の神
である。
◎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、大物主神あるいは
事代主神の后である。『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

写真 4-10.養父神社の摂社の琴平神社

産霊尊（ ﾀｶﾐﾑｽﾋﾞﾉﾐｺﾄ ）が事代主神に対
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。三穂津姫は丹波の養父神社（兵庫県養父市）では、大国主
神とともに主祭神で五穀豊穣の神である。
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◎事代主命：事代主神（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（ｶﾑﾔﾀﾃﾋﾒ）との間に生まれた。葦原中国平
定において、大天照大神から地上に派遣された建御雷（ﾀｹﾐｶﾂﾞﾁ）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。そこで建御雷が美保ヶ崎へ行き、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（タケミナカタ）も建御雷に服従すると、大国主は 4 回目になった話し合いで、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照大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/ ◎少毘古名命（ｽｸﾅﾋｺﾅ-ﾉ-ﾐｺﾄ）：事代主命（少彦名命）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パートナーで、大国主命とは兄
弟関係にあたる神で、医薬・健康の神である。

５.養父神社の鳥居と灯籠と随神門
写真 5-1 は、養父神社
の摂社の鳥居と扁額であ
る。写真 5-2 は養父神社
の随神門である。養父神
社の随神門において、規
模は一間一戸、屋根は
銅板葺・切妻造、面積は
6 坪・19.83ｍ2 と備考は四

写真 5-1.養父神社の摂社の鳥居

写真 5-2.養父神社の随神門

脚門である。

写真 5-3.養父神社の摂社付近の灯籠

写真 5-4.養父神社の拝殿前の灯籠と狼像
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写真 5-3 は養父神社の摂社付近の灯籠である。
写真 5-4 は養父神社の拝殿前の灯籠と狼像である。養蚕と養父神社信仰・上垣守国の養蚕秘録に狼像があ
る。
養父神社に対する信仰を知る資料として、養父市大屋町蔵垣の上垣守国が享和３（1803）年に出版した養蚕
秘録がある。シーボルトが養蚕秘録をオランダに持ち帰り、嘉永元（1848）年にフランスのパリとイタリアのトリノで
農業技術書として翻訳出版された書物である。養父神社の拝殿の前に、尻尾を高く上げた狼の石像があります。
狛犬のように見えますが、明治 26（1893）年に建立された狼の石像です。ロを開けているのが雌で、閉じている
のが雄である。日本狼は明治 38（1905）年に絶滅しましたが、養父神社では石像として残っている。田畑を荒らす
猪や鹿から作物を守る益獣として、狼を守り神とする伝承が 400 年以上も昔から伝わっている。

6.おわりに
6-1.養父神社の紅葉

写真 6-1.紅葉まつり

写真 6-3.橋と紅葉

写真 6-2.橋と紅葉

写真 6-4.社殿の周囲にある紅葉
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6-2.養父神社境内の建造物
表 6-1.境内の建造物と配置

6-2.養父神社周辺の大藪古墳群の規模
大薮古墳群の位置

表６-２.大藪古墳群の規模

は養父市養父地域の
円山川に面した南斜
面の丘陵地に大薮古
墳群がある。兵庫県を
代 表す る 、 古 墳時 代
後期に造られた古墳
群である。
地形は集落を中心と
して両側に弓形に広
がっています。北に山を背負い、南前方には円山川が流れている。そして川の向こうには養父神社をみることが
できます。大薮古墳群の大型古墳は、東から①こうもり塚古墳・②塚山古墳・③禁裡
塚古墳・④西の岡古墳など４基の古墳が作られている。これらの古墳をあわせると、
大薮古墳群で、約 150 基の古墳群が作られている。 禁裡塚古墳は昭和 61 年３月
に、塚山古墳・西ノ岡古墳・こうもり塚古墳は、昭和 63 年３月に兵庫県指定文化財
になりました（写真 6-5）。
これらの古墳は但馬を代表する大型横穴式石室をそなえた古墳であり、北近畿地
域でも最大規模の石室を持つ古墳として注目されています。大薮古墳群の中にあ
る特に大きな４基の古墳は、大型石室とか巨石古墳と呼ばれている。しかも大薮に
ある古墳は、兵庫県の中でも特に大きな横穴式石室をもつ大型古墳になる。

写真 6-5.禁裡塚古墳
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別表. 兵庫県養父市、養父神社と地域の歴史
和歴

西暦

崇神 30

西暦
前６６

内

容

崇神天皇 30 年創祀と伝えられ、約 2000 年前に鎮座。
皇紀５９４年。

和銅 02

709

第 43 代元明天皇（707-715）、三間社流造りの社殿が創建された。

天平 09

737

第 45 代聖武天皇（724-749）、『但馬国税正帳』にも出石神社、粟鹿神社と共にその名が見
える。

弘仁 09

818

第 52 代嵯峨天皇（809-823）、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。

承和 12

845

第 54 代仁明天皇（833-850）、無位の養父神社の神階を従五位下に叙される。『続日本後
紀』の表記は「出雲神」。

貞観 11

869

第 56 代清和天皇（858-876）、從五位上(三大実録の)養父神社を正五位下に叙される。

貞観 16

874

正五位上まで昇叙した（『日本三代実録』）。正五位上は、鎌倉時代には全盛期を迎え一山
五坊、三重塔もあった。延喜式の制名神大二座、小社三座となり、正五位上に加わる。

元慶 04

880

第 57 代陽成天皇（876-884）、神階。６月正四位下 （『日本三代実録』）-表記は「出雲神」。
第 60 代醍醐天皇（897-930）、延喜式が定められるに当り、養父神三座を名神大社として登
載した。

延喜 10

910

第 60 代醍醐天皇（897-930）、六国史以後８月 23 日、正四位上 （『日本紀略』）。

寛喜 01

1229

第 86 代後堀河天皇（1221-1232）、 (１２２９－1932)改築期間。

正応 05

1292

第 92 代伏見天皇（1287-1298）、雨乞いの功から神階が、最高位の正一位まで昇った。

貞和元

1345

第 97 代後村上天皇（1339-1368）、三間社流造・檜皮葺屋根の社殿は鎌倉時代に足利尊氏
（ｱｼかが ﾀｶｳｼﾞ）により、後にも細川腰元（ﾎｿｶﾜ ｺｼﾓﾄ）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。

応永３０

1423

第 101 代称光天皇（1412-1428）、造営。社殿に、御霊社は建立した。

慶長 14

1609

第 107 代後陽成天皇（1586-1611）、本社並びに山野口神社が建立。

延宝 07

1679

神社の敷地に完成。

文化 10

1813

第 119 代光格天皇（1780-1912）、上ノ社、祭神は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。
第 122 代明治天皇（1868-1912）、近代社格制度において国幣中社に列し、神宮寺を現在

明治 04

1871

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る十一面観世音菩薩像
は、神宮寺時代に安置。

明治 0６

1873

第 124 代昭和天皇（1926-1989）、１０月に、郷社に列し。

明治１０

1877

6 月に郷社。

明治 11

1878

拝殿：入母屋造妻入、檜皮葺で舞殿形式。造営。
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明治１２

1879

４月に県社に昇格した。

明治 39

1906

第 122 代明治天皇（1868-1912）、重要文化財（国指定）：本殿（建造物）：室町時代前期。

明治４３

1910

1 月に、神饌幣帛料供進神社指定。

大正 13

1924

民族文化財を再開。

昭和 03

1928

『養父郡誌』では、上社：保食神と五十猛神、中社：少彦名命、下社：谿羽道主命と船帆足尼
命。

昭和４0

1965

御本殿の屋根は桧皮葺の全面葺き替えを行った。

昭和 47

1972

亀岡市指定文化財：有形文化財・年指定。

昭和 50

1975

以来、50 年の歳月に耐えた。

昭和 59

1984

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

第 125 代今上天皇（1989-）、本殿内陣の三間に身体として祀られている３像。

平成 22

2010

３月に、兵庫県教育委員会は本殿・拝殿・摂社山野口神社本殿、摂社五社神社本殿の４棟
の建造物を兵庫県登録有形文化財に登録された。

