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愛媛県今治市、伊予国一宮、大山祇神社の由来と文化
-酒解神・推古天皇・重要文化財・大三島瀬戸沢

勲＊・小山 博＊＊・久森洋昭＊＊＊・藤田康雄＊＊＊

（大阪経済法科大学＊・河内新聞＊＊・洞窟環境 NET 学会＊＊＊）

Origin of the Ōyamazumi Shrine and its Culture,
Iyo-no-kuni Ichinomiya, Imabari City, Ehime Prefecture
-Saketokenokami・Empress Suiko・Jūyō Bunkazai・Ōmishima-SetoIsao SAWA＊・Hiroshi KOYAMA＊＊・Hiroaki HISAMORI＊＊＊・Ysuo FUJITA＊＊＊

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 Ōyamazumi Shrine " which is Imabari-shi Otamijima, Ehime Prefecture.
Latitude is 34 degrees 14 minutes 52 seconds north latitude and 133 degrees 0 minute 21 seconds
east longitude. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific management
method.
Worshipped Gods is Ōyamatsumi, also known as Watashinoookami, Saketokenokami and Mishimadaimyouzin. The related gods are Father God (Izanagi-Mikoto) and Mother God (Izanami-Mikoto).

The Shrine Foundation is fundamental in the era of Empress Suiko (594), Iyokokuhudoki, endori
Emperor, Baekje (27th Itoku-king) to Settu "Oshima" enshrined Ōyamatsumi-Kami and moved to
Omishima-Seto. The Ōyamatsumi Shrine Foundation is written as "Oshima" in old days, it is regarded
as the island of God, there are theories derived from Omishima.

Saishin is celebrating its three daughters, Ōyamatsumi, Iwanagahime, Konohananosakuyahime.
Ōyamatsumi is the guardian god of mountain hills, and the trees of the mountain recharge rain
water, so it is a god of water source and irrigation. Iwanagahime is the guardian deity of longevity,
Konohananosakuyabime is a guardian deity of good-faith and many benefits. The name of Shrine
was recorded in the name of Ōyamatsumi Shrine in ancient times, generally called Miｓｈima from
daimishima-daimyouzin or mishima-Yashiro, or simply daimishima. In the Meiji era it was decided
to name the company Ōyamatsumi Shrine.
Country's Natural Monument：In 1951, the group of trees in the shrine was designated as a
natural treasure as a group of the oldest primitive forestry plexus in Japan. Keidai Massha：Ohoko
Shrine, Yaegaki Shrine, Ishi Shrine, Himekomura Shrine, Iyonokuni Souja, Haraedono Shrine,
Katuragi Shrine, Seventeen Shrine, Uga Shrine, Uma Shrine, Yasaka Shrine,Gokoku Shrine,
Sakado. Profit：Agriculture, Forestry, Protection of mining industry, Fishery, Voyage Protection，
Development of commerce and industry, Home peace, safe and miserable.
キーワード：酒解神・推古天皇・仁徳天皇・大三島瀬戸
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［洞窟環境 NET 学会 紀要 9 号］［Cave Environmental NET Society(CENS), Vol.9(2018) - pp］

2

目次：
１.はじめに
２.大山祇神社の資料
３.大山祇神社の由来と現在
４.大山祇神社の社殿と末社と鳥居
５.大山祇神社の文化
６.おわりに
謝辞、参考文献、別表：大山祇神社の年代。

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、愛媛県今治市大三島町宮浦 3327 番地にある大山祇神社で、古代の地域である。

大山祇神社の所在地は、北緯 34 度 14 分 52 秒 東経 133 度 0 分 21 秒である。神社創建は推古天皇 2 年
（594 年）。伊予国風土記、仁徳天皇の時代に、百済から摂津・「御島」に大山祇神が祀られ、推古天皇２（594）
年に、大三島瀬戸（遠土宮、現、横宮）に移された。社格等は式内社（名神大社）、伊予国一宮。旧社格は、国
幣大社で、現在は、神社本庁の別表神社。

拝殿は応永 34（1427）年、本殿と同様に室町時代に再建。慶長７（1602）年、大修理が実施。素木造で屋
根は、切妻造檜皮葺。正面中央は、一間の向拝を設ける。国の重要文化財に指定。境内摂社上津社の祭神
は、上津姫、雷神、例祭：なし-祭典は本社に準じて行われる。本殿向かって右手に鎮座する境内摂社。昭和
43（1968）年、解体修理が実施され、愛媛県有形文化財に指定。境内摂社の下津社の祭神は下津姫、高籠
神。•例祭：なし。祭典は、本社に準じて行われる。本殿向かって左手に鎮座する境内摂社。社殿は、三間社流
造檜皮葺。大山祇命・岩長姫命（ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ・大山積神の娘）・木花咲耶姫命（ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒﾉﾐｺﾄ・大山積神
の娘・瓊瓊杵尊の妃）の親娘三神である。文化財の国宝は、①紺糸威鎧、平安時代。赤糸威鎧と③紫綾威
鎧、平安時代。④沢瀉威鎧、⑤禽獣葡萄鏡、⑥大太刀 刃長 136cm、反り 4.8cm。⑦牡丹唐草文兵庫鎖太刀
拵：鎌倉時代。⑧大太刀：無銘（楠木正成を討った武将）、刃長 180cm、反り 5.4cm。

重要文化財は、◎国の重要文化財には 76 件が指定（2016 年）。◎建造物：•本殿（宝殿）、拝殿、•宝篋印塔
の 3 件。◎彫刻 3 件。◎工芸品（刀剣類）10 件と工芸品（武具)55 件である。国の天然記念物は昭和 26
（1951）年、大山祇神社内の楠群は、日本最古の原始林社叢の楠群として、天然記念物に指定されている。
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。最後に、神社の年表と内容を纏めることができた。
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２.大山祇神社の資料
２-1.今治市(Imabarishi)の環境
今治市は愛媛県の北東部に位置する市である。
都 道 府 県 名 は 愛 媛 県 、 面 積 :419.14km2 、 総 人
口:155,447 人 （推計人口、2017 年 10 月 1 日）、人
口密度:371 人/km2 、隣接自治体は松山市、東温
市、西条市,越智郡上島町,広島県：呉市、尾道市、
竹原市、三原市と豊田郡大崎上島町である。市の
木:クスノキ、市の花:ツツジである。
今治市は、瀬戸内海沿岸に位置し、愛媛県北部
の高縄半島の北東部を占める陸地部と、瀬戸内海
特有の多島海景観を誇る芸予諸島の一部（島しょ
部）をも含めた多様な市域を有している。旧今治市
を中心とした「陸地部」と伯方島・大島・大三島を中
心とした「島嶼部」という分け方も広く浸透している。
山 は 近 見 山 （ 標 高 244m ・ 亀 老 山 （ 大 島 、 標 高
307.8m）・鷲ヶ頭山（大三島）がある。河川は浅川・
蒼社川・頓田川である。島数は多く大三島・伯方島・
大島・岡村島・津島・来島・小島・鶏小島・怪島・馬
島・四阪島等がある。架橋島は大三島・伯方島・大
島・馬島・見近島（以上しまなみ海道）と岡村島（とび
しま海道）がある。ダムは玉川ダムと台ダムである。

別図.大山積神社の周辺地図

２-２.日本神話に登場する大山積神＝大山津見神＝大山祇神
オオヤマツミ（大山積神、大山津見神、大山祇神）は、日本神話に登場する神である。別名 和多志大神、酒
解神。日本書紀では『大山祇神』、古事記では『大山津見神』と表記されている。『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。その後、草と野の神である鹿屋野比売神（野椎神）との間に、以
下の四対八柱の神を生んでいる。天之狭土神・国之狭土神、天之狭霧神・国之狭霧神、天之闇戸神・国之闇
戸神および大戸惑子神・大戸惑女神である。『日本書紀』では、イザナギが、軻遇突智（ｶｸﾞﾂﾁ）を斬った際に、
生まれたとしている。天之狭霧神の娘の遠津待根神は、大国主大神の８世孫の天日腹大科度美神との間に遠
津山岬多良斯神を産んでいる。大山津見神（ｵｵﾔﾏﾂﾐ）自身についての記述はあまりなく、ｵｵﾔﾏﾂﾐの子と名乗
る神が何度か登場する。八岐大蛇退治において、素戔嗚尊（ｽｻﾉｦ）の妻となる櫛名田姫（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、大年神と倉
稲魂尊（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、八島士奴美神（ﾔｼﾏｼﾞﾇﾐ）は、オオ
ヤマツミの娘の木花知流比売（ｺﾉﾊﾅﾁﾙﾋﾒ）と結婚し、布波能母遅久奴須奴神（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大神である。天孫降臨の後、瓊瓊杵尊（ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄ）はｵｵﾔﾏﾂﾐの娘である木花
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之咲耶姫と出逢い、ｵｵﾔﾏﾂﾐはｺﾉﾊﾅﾉｻｸﾔﾋﾞﾒとその姉の磐長姫（ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒ）を差し出した。ﾆﾆｷﾞﾉﾐｺﾄが、容姿
が醜いｲﾜﾅｶﾞﾋﾒだけを送り返すと、ｵｵﾔﾏﾂﾐはそれを怒り、「ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒを添えたのは､天孫が岩のように永遠で
いられるようにと誓約を立てたからで､ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒを送り返したことで、天孫の寿命は短くなるだろう｣と告げた（系
図 2-1）。https://ja.wikipedia.org/wiki/オオヤマツミ

系図 2-1.伊弉諾命と伊弉冉命から初代神武天皇までの系図

大山祇神社は、式内社（名神大社）、伊予国一宮。旧
社格は国幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。全国
にある山祇神社（大山祇神社）の総本社である。また、
主祭神の大山祇神は「三島大明神」とも称され、当社か
ら勧請したとする三島神社は四国を中心に新潟県や北
海道まで分布する。三島神社の総本社であり、山の神・
海の神・戦いの神として歴代の朝廷や武将から尊崇を
集めた。大山積神を祀る代表的な神社ということもあり、
山神社の総本社とされることもある（写真 2-1）。

写真 2-1.大山祇神社の由来文

名称:古代には大山積神社の名で記録に現われるが、
一般的には三島あるいは御島から、大三島大明神や三島社、あるいは単に大三島と呼ばれた。現在島の名前とさ
れる大三島は本来は神社名であったが、江戸時代以前は、島の名前と特に区別なく使われていた。明治時代に入
り社名を大山祇神社と定めた。神体山：鷲ヶ頭山（436.5m）は大三島中心に立つ最高峰。旧名は「神野山」であ

る。小見山の山名は「お宮の山」からの変形とされる。安神山（267m）は 鷲ヶ頭山の西に立つ。大宝元年の本
社の現境内地への遷宮の際、安神山山頂に五龍王を祀ったとされ、現在も、その祠が鎮座する。

３.大山祇神社の由来と現在
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3-1.大山祇神社の和文由来と現在
◎主祭神は、ｵﾔﾏﾂﾐ（大山積神、大山津見神、大山祇神）。別名：和多志大神（ﾜﾀｼﾉｵｵｶﾐ）、酒解神、「三島
大明神」とも称された。関連神は、父神・母神：イザナギ命・イザナミ命である。

◎神社創建は、伊予国風土記、仁徳天皇の時代に、百済から摂津・「御島」に大山祇神が祀られ、推古天皇
2（594）年、大三島瀬戸に移されたのである。大山祇神社の鎮座する創建は、古くは「御島」と記され、神の島とさ
れ、大三島に鎮座した由来の諸説がある。

◎御祭神は、大山祇命、岩長姫命、木花咲耶姫命と、親娘三神をおまつりしています。大山祇命は、山岳丘
陵の守護神であり、山の樹木が雨水を涵養することから、水源・水利の神として、また岩長姫命は長寿の守護
神、そして木花咲耶姫命は良縁・安産の守護神としてあがめられ、多くのご利益をもたらしてくださいます。
◎社名は「大山祇」と祭神名「大山積」とは異なる表記が用い、社名も「大山積」と表記されている。
◎名称：古代には大山積神社の名で記録。一般的には、三島あるいは御島から、大三島大明神や三島社、あ

るいは単に大三島と呼ばれた。明治時代に入り、社名を大山祇神社と定めた。

◎文化財の国宝：①紺糸威鎧、平安時代。②赤糸威鎧と③紫綾威鎧、平安時代。④沢瀉威鎧、⑤禽獣葡萄
鏡、⑥大太刀 刃長 136cm、反り 4.8cm。⑦牡丹唐草文兵庫鎖太刀拵：鎌倉時代。⑧大太刀：無銘（楠木正成
を討った武将）、刃長 180cm、反り 5.4cm の 8 件である。
◎重要文化財：◎国の重要文化財には 76 件が指定（2016 年）。◎建造物：•本殿（宝殿）、拝殿、•宝篋印塔
の 3 件。◎彫刻 3 件。◎工芸品（刀剣類）10 件と工芸品（武具)55 件。
◎国の天然記念物：昭和 26（1951）年、大山祇神社内の楠群は日本最古の原始林社叢の楠群として天然記
念物に指定されている。
●境内末社：①御鉾（ｵﾎｺ)神社・②八重垣（ﾔｴｶﾞｷ）神社 ③石（ｲｼ）神社 ④姫子邑（ﾋﾒｺﾑﾗ）神社 ⑤伊予
国（ｲﾖﾉｸﾆ)総社 ⑥祓殿（ﾊﾗｴﾄﾞﾉ）神社⑦葛城（ｶﾂﾗｷﾞ）神社 ⑧十七神社 ⑨宇迦（ｳｶﾞ）神社 ⑩馬（ｳﾏ）神社
⑪八坂（ﾔｻｶ）神社 ⑫五穀（ｺﾞｺｸ）神社等がある。
●利益：農産、山林、鉱山業守護、漁業、航海守護、商工業の発展、商売繁昌、試験合格、家庭平安、安産と
厄除けである。

表 3-1.愛媛県今治市、大山祇（づみ）神社の和文詳細資料
1

主祭神

ｵｵﾔﾏﾂﾐ（大山積神、大山津見神、大山祇神）。別名：和多志大神（ﾜﾀｼﾉｵｵｶﾐ）、酒解
神、「三島大明神」とも称された。関連神は、父神・母神：イザナギ命・イザナミ命である。
推古天皇 2 年（594 年）。伊予国風土記、仁徳天皇の時代に、百済から摂津・「御島」

2

神社創建

に大山祇神が祀られ、推古天皇２（594）年に、大三島瀬戸（遠土宮（おんどみや）、
現、横宮）に移された。大山祇神社の鎮座する創建は、古くは「御島」と記され、神の島とさ
れ、大三島に鎮座した由来の諸説がある。

3

別 名

4

勧請神

5

祭 神

6

社格等

日本総鎮守と呼ばれ、全国に一万社あまりの分社を持つ神社で、総本社である。
主祭神の大山祇神は、「三島大明神」とも称され、当社から勧請したとする三島神社は
四国を中心に新潟県や北海道まで分布する。
御祭神は、大山祇命・岩長姫命（ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ・大山積神の娘）・木花咲耶姫命（ｺﾉﾊ
ﾅｻｸﾔﾋﾒﾉﾐｺﾄ・大山積神の娘・瓊瓊杵尊の妃）の親娘三神。
式内社（名神大社）、伊予国一宮。旧社格は、国幣大社で、現在は、神社本庁の別表
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神社。神格は、山の神、海の神、酒の神、軍神・武神である。
7

例 祭

旧暦 4 月 22 日

8

鎮座地

愛媛県今治市大三島町宮浦 3327 番地
本州方面から：瀬戸内しまなみ海道大三島ＩＣ⇒約 10 分（自動車）⇒目的地

9

交通手段

福山駅⇒約 52 分（高速バスで大三島ＢＳ下車）⇒12 分（路線バスで大山祇神社下
車）⇒四国方面から：瀬戸内しまなみ海道大三島ＩＣ⇒約 10 分（自動車）⇒目的地
今治駅⇒61 分（急行バスで大山祇神社下車）⇒目的地

10

位 置

北緯 34 度 14 分 52 秒

11

電 話

TEL:0897-82-0032 FAX: 0897-82-0019

12

本 殿

東経 133 度 0 分 21 秒

本殿は元亨２（1322）年、兵火での焼失を受け、室町時代の応永 34（1427）年に、再
建。三間社流造、檜皮葺。国の重要文化財に指定。
応永 34（1427）年、本殿と同様に室町時代に再建。慶長７（1602）年、大修理が実施。

13

拝 殿

素木造で屋根は、切妻造檜皮葺。正面中央は、一間の向拝を設ける。国の重要文化
財に指定。

14

境内摂社
上津社

祭神：上津姫、雷神、例祭：なし-祭典は本社に準じて行われる。本殿向かって右手に
鎮座する境内摂社。昭和 43（1968）年、解体修理が実施され、愛媛県有形文化財に
指定。
祭神：下津姫、高籠神。•例祭：なし。祭典は、本社に準じて行われる。本殿向かって左

15

境内摂社

手に鎮座する境内摂社。社殿は、三間社流造檜皮葺。大山祇命・岩長姫命（ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒ

下津社

ﾉﾐｺﾄ・大山積神の娘）・木花咲耶姫命（ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒﾉﾐｺﾄ・大山積神の娘・瓊瓊杵尊の
妃）の親娘三神。
御鉾神社・八重垣神社・•酒殿・•姫子邑神社・院内荒神社・地神社・•稲荷神社•石神

16

境内末社

社・伊予国総社・祓殿神社・葛城神社・十七神社・•宇迦神社・祖霊社・八坂神社・五穀
神社

17

境外末社

18

鳥 居

宮浦の海岸にある 1 の鳥居と本社境内入口にたつ 1 の鳥居は、重要文化財。

19

札 所

元四国八十八箇所 55 番

20

主な神事

21

文化財
の国宝

22

23

24

重要文化財
国の
天然記念物
愛媛県
指定文化財

•御子宮神社・厳島神社・•轟神社・天神社

赤土拝・福木（1 月 7 日）、お田植祭（旧暦 5 月 5 日）、産須奈大祭（旧暦 8 月 22
日）
①紺糸威鎧、平安時代。赤糸威鎧と③紫綾威鎧、平安時代。④沢瀉威鎧、⑤禽獣葡
萄鏡、⑥大太刀 刃長 136cm、反り 4.8cm。⑦牡丹唐草文兵庫鎖太刀拵：鎌倉時代。
⑧大太刀：無銘（楠木正成を討った武将）、刃長 180cm、反り 5.4cm。
◎国の重要文化財には 76 件が指定（2016 年）。◎建造物：•本殿（宝殿）、拝殿、•宝
篋印塔の 3 件。◎彫刻 3 件。◎工芸品（刀剣類）10 件と工芸品（武具)55 件。
昭和 26（1951）年、大山祇神社内の楠群は、日本最古の原始林社叢の楠群として、天
然記念物に指定されている。
①有形文化財（上津社社殿）・②十七社社殿・③神興 3 件・④長柄銚子の 4 件。
無形民俗文化財 1 件。③名勝は御串山。④天然記念物•生樹の門（クスノキ）。
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25

利 益

26

神体山

農産、山林、鉱山業守護、漁業、航海守護、商工業の発展、商売繁昌、試験合格、家
庭平安、安産と厄除けである。
鷲ヶ頭山（436.5m）は、大三島中心に立つ最高峰。古名を「神野山」である。小見山の
山名は、「お宮の山」からの変形。安神山（267m）は、鷲ヶ頭山の西に立つ。

3-2.大山祇神社の英文由来と現在
◎Worshipped Gods：Worshipped Gods is Ōyamatsumi, also known as Watashinoookami, Saketokenokami and Mishima-daimyouzin. The related gods are Father God (Izanagi-Mikoto) and Mother God
(Izanami-Mikoto).

◎Shrine Foundation：The Shrine Foundation is fundamental in the era of Empress Suiko (594),
Iyokoku-hudoki, Nendori Emperor, Baekje (27th Itoku-king) to Settu · "Oshima" enshrined
Ōyamatsumi-Kami and moved to Omishima-Seto .The Ōyamatsumi Shrine Foundation is written as
"Oshima" in old days, it is regarded as the island of God, there are theories derived from Omishima.

◎ Saishin ： Saishin is celebrating its three daughters, Ōyamatsumi, Iwanagahime, Konohananosakuyahime. Ōyamatsumi is the guardian god of mountain hills, and the trees of the mountain
recharge rain water, so it is a god of water source and irrigation.

Iwanagahime is the guardian deity

of longevity, Kono-hanano-sakuyahime is a guardian deity of good-faith and many benefits.

◎Shrine Name：The name of Shrine was recorded in the name of Ōyamatsumi Shrine in ancient
times, generally called Miｓｈima from daimishima-daimyouzin or mishima-Yashiro, or simply
daimishima. In the Meiji era it was decided to name the company Ōyamatsumi Shrine.

◎The National Treasures of Cultural Properties: The National Treasures of cultural properties are
the Heian Period, Blue navy armor, Red thread weapon armor, Purple royal armor and Ravaging
armor.

◎Important Cultural Property (Japan)：76 mportant cultural assets of the country designated
(2016). The buildings are five of Honden, Haiden, Houkyouintou (3). There are three sculptures.
The total of 10 craft items (swords) and 55 craft items (armor) is 65 points.

◎Country's Natural Monument：In 1951, the group of trees in the shrine was designated as a
natural treasure as a group of the oldest primitive forestry plexus in Japan.

◎Keidai Massha：Ohoko Shrine, Yaegaki Shrine, Ishi Shrine, Himekomura Shrine, Iyonokuni
Souja, Haraedono Shrine, Katuragi Shrine, Seventeen Shrine, Uga Shrine, Uma Shrine, Yasaka
Shrine, Gokoku Shrine and Sakado.

◎ Profit ： Agriculture, Forestry, Protection of mining industry, Fishery, Voyage Protection ，
Development of commerce and industry, Trading business, Passing exams, Home peace, safe and
miserable.

表 3-2.愛媛県今治市、大山祇（づみ）神社の英文詳細資料
1

Worshipped

Worshipped Gods is Ōyamatsumi, also known as Watashinoookami, Saketokeno-

Gods

kami and Mishima-daimyouzin. The related gods are Father God (Izanagi-Mikoto)

8
and Mother God (Izanami-Mikoto).

The Shrine Foundation is fundamental in the era of Empress Suiko (594),
2

Shrine

Iyokokuhudoki, Nendori Emperor, Baekje (27th Itoku-king) to Settu·Oshima

Foundation

enshrined Ōyamatsumi-Kami and moved to Omishima-Seto.The Ōyamatsumi
Shrine Foundation is written as "Oshima" in old days, it is regarded as the island of
God, there are theories derived from Omishima.

3

4

Another
name
Enshrined
Gods

Another name is a shrine with a spin off company of more than 10,000
companies nationwide, called Total Guardianship, is the head office.
Worshipped Gods' Ōyamatsumi shrine is also called 'Mishima-daimyouzin',
and Mishima shrine which we proposed as our shrine distributes to Niigata
prefecture and Hokkaido mainly Shikoku.
Saishin is celebrating its three daughters, Ōyamatsumi, Iwanagahime,

5

Festival
God

Konohanano-sakuyahime. Ōyamatsumi is the guardian god of mountain
hills, and the trees of the mountain recharge rain water, so it is a god of water
source and irrigation.

Iwanagahime is the guardian deity of longevity,

Konohananosakuyahime is a guardian deity of good-faith and many benefits.
Rankings formula Shikinaisha (Meishin-Taisha), Iyo-kuni Ichinomiya. The
6

Ranking

former Rankings is Kokuheitaisha, and it is Currently it is Beppyou-shrine of
Association of Shinto Shrines. God Rank is a mountain god, a god of the sea,
a god of sake and a warrior and warrior.

7

Annual
Festival

8

Shrine Site

10

Latitude

11

TEL・FAX

The Annual Festival is the lunar calendar on April 22. Main Shinto Ritual
is Red Clay · Fukuki (January 7th), Rice Planting Festival (Lunar May 5th),
Sena Oonaki Festival (Lunar New Year's Day).
Ehime Prefecture Imabari-shi Otamijima-cho 3327 Miyaura
Northern latitude 34 degrees 14 minutes 52 seconds east longitude 133
degrees 0 minute 21 seconds
TEL:0897-82-0032 FAX: 0897-82-0019
The main hall was burned down in the warhead in 1322. And in the

12

Hoden

Muromachi era in 1427 rebuilt. Hoden is designated as Sangensha Nagarezukuri, Hiwadabuki and an important cultural property of the country.
In 1427, Haiden rebuilt in the Muromachi period as well as the main shrine.

13

Haiden

In 1602, a major repair was carried out. The roof is Kiriduma Miyatuko
Tuma Iri and it is designated as an important cultural asset of the country.
The god of deity is Kamitu-hime and thunder god. The celebration follows the

14

Kamitu
Kashiro

head office. Kamitu Kashiro is a precinct premises settled on the right hand
side facing the main hall, in 1968, dismantling repair was carried out and
designated as Ehime prefecture designated tangible cultural property.

15

Shimotu

Shimotsu Kashiro 's gods are Shimotu-hime and Takaokaminokami.

9

Kashiro

Ceremonies will be held according to the head office. It is a precincts within
the precincts to sit on the left hand side of the main shrine. The shrine is
Sangensha Nagare-zukuri-hiwadabuki.

16

17

18

19

Keidai
Massha
Torii

Uma Shrine,Yasaka Shrine,Gokoku Shrine and Sakado.
One torii located at the coast of Miyaura and one torii at the entrance to
the head office are important cultural assets.
Former Shikoku88 Hakodate 55th

Kokuhō

The National Treasures of cultural properties are the Heian Period. ① blue

cultural

navy armor, ② red thread weapon armor, ③ purple royal armor and ④

property

ravaging armor.

cultural
property

21

Souja, Haraedono Shrine, Katuragi Shrine, Seventeen Shrine, Uga Shrine,

Hudasho

Important
20

Ohoko Shrine, Yaegaki Shrine, Ishi Shrine, Himekomura Shrine, Iyonokuni

Country's
Natural

◎76 mportant cultural assets of the country designated (2016).
◎The buildings are five of Honden, Haiden, Houkyouintou (3).
◎There are three sculptures.
◎The total of 10 craft items (swords) and 55 craft items (armor) is 65 points.
In 1951, the group of trees in the shrine was designated as a natural treasure
as a group of the oldest primitive forestry plexus in Japan.

Monument：
Agriculture, Forestry, Protection of mining industry, Fishery, Voyage

22

Profit

Protection ， Development of commerce and industry, Trading

business,

Passing exams, Home peace, safe and miserable.
23

Washigaruyama (436.5 m) is the highest peak centering on Oshimajima. The
Shinto no

old name is "Shinoyama". The mountain name of Komiyama is a trans-

mountain

formation from "the mountain of the temple". Ansaki mountain (267 m)
stands west of Washigaru mountain.

４.大山祇神社の社殿と末社と鳥居、
4-1.大山祇神社の社殿
4-1-1.大山祗神社本殿
写真 4-1 の本殿は、元亨 2（1322）年、本殿は兵火での焼失を受け、応永 34（1427）年、室町時代に再建し
た。本殿は、木造・三間社流造、檜皮葺、胡粉・丹塗り。屋根は、素木造で切妻造檜桧皮葺き。正面中央には、
一間の向拝を設ける。慶長 7（1602）年、本殿は大修理が実施されている。本殿は、明治 37（1904）年、国の重
要文化財に指定。例祭日は、旧暦 4 月 22 日である。
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写真 4-1.大山祇神社本殿

写真 4-2.拝殿の正面

写真 4-3.拝殿の天井と奥側および通廊

4-1-2.大山祗神社拝殿
写真 4-2 と写真 4-3 の拝殿は正面と天井と奥側および通廊である。元亨 2 年（1322）、拝殿は兵火に遺い、
天授 4 年（1378）、拝殿は再建された。応永 34（1427）年、拝殿は、本殿同様、室町時代に再建された木造・切
妻造り、素本、唐破風付き向拝である。向拝斗組や内陣も永尾床板からコム々の墨書きが発見された。慶長７
（1602）年、大修理が実施されている。屋根は、素木造で木遣・切妻造り檜皮葺。雨水のため唐破風付き向拝。
正面の中央は、一間の向拝を設ける。昭和 28（1953）年、拝殿は、国庫補助を得て解体修理を行い、国の重
要文化財に指定。修理前の拝殿屋根は瓦ぶきであったが、解体修理の際、記録に正して古姿（桧皮ぶき）に
復元された。平成 3（1991）年、桧皮葺替工事を竣工した。
◎社号標（大日本総鎮守大山祇神社）の社号石は、初代内閣総理大臣の伊藤博文が参拝記念に書いた。
大山祇神社の神紋「折敷に三文字」を河野氏や来島村上氏が家紋にした。日本総鎮守と呼ばれ、全国に一万
社あまりの分社を持つ神社である。その昔は水軍の武将たちの信仰も集めた。写真４-３の社号標は、拝殿幕
の両側にある。

4-2.大山祇神社の摂社
4-2-1.境内摂社上津社（かみつやしろ） 祭神：上津姫、雷神（ﾗｲ
ｼﾞﾝ､ｲｶﾂﾞﾁﾉｶﾐ）、例祭：なし、祭典は、本社に準じて行われる。本殿向
かって右手に鎮座する境内摂社。元亨２（1322）年には兵火に遭い、
天授２（1376）年に、本殿とともに再建された。社殿は、本宮本殿と同様
に、応永年間（1394 年-1428 年）の再建と推定される。三間社流造で、
屋根は檜皮葺。延享年間（1744 年-1748 年）・文政年間（1818 年-1830
年）に、大改修が行われた。昭和 29（1954）年１１月に、愛媛県指定重

写真 4-4.摂社の上津社

要文化財。昭和４３（1968）年には、解体修理が実施された。愛媛県指定有形文化財に指定されている。愛媛
県内には東予地区を中心に上席姫、下津姫をまつる神社が１５社あるが、いずれも大三高大山肌神社からの
勧請。大雷神坐像、女神坐像四躯は、いずれも国の重要文化財。平成６（1994）年、屋根桧皮葺塗り替える
（写真 4-4）。
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4-2-2.境内摂社下津社（しもつやしろ） 祭神：下津姫、高籠神（ﾀｶｵｶﾐﾉｶﾐ)。•例祭：なし。祭典は、本社に準じ
て行われる。本殿に向かって左手に鎮座する境内摂社。社殿は、三間社流造檜皮葺。•阿奈波神社（あなば）。祭
神：磐長姫命（ｲﾜﾅｶﾞﾋﾒﾉﾐｺﾄ) -大山積神の娘、木花咲耶姫命の姉。例祭：旧暦８月 1 日、創建：宝亀１０（779）年 11
月、木造・三間社流造。胡粉・丹塗り。屋根桧皮葺、御串山山麓、宮浦港に隣接して鎮座する境外摂社。健康及び
長寿の神様。子宝に恵まれぬ人や花柳病（女性の下半身の病）に霊験ありとして特別の信仰。夫婦でお参りに行く
と子宝に恵まれることや、女性の下着類や賜物を備えて参拝する習わしが
現在に伝えられている。拝殿脇の祈祷奉納品を収める別屋には、男根の
奉納品なども収められている。
明暦元（1655）年８月、現在の建物は松山藩主の松平隠岐守定行によ
って建立された。摂社と末社の区分は、本社の御祭神との関係をあらわ
す。大山祗神社では上津社・下津社・阿奈波神社が摂社で、その他は末
社であるが、１７神社が摂社であったり、今治市関前岡村鎮座の姫子島神
社が摂社であった時代もある。現在は本社以外のすべての神社を境内神
社と呼ぶが、本誌では、古例により摂社と末社・その他（石神社など）として

写真 4-5.摂社の下津社

由緒の理解の便をはかった。平成６（1994）年、屋根桧皮葺替並塗り替える（写真 4-5）。

4-3.大山祇神社の境内末社
4-3-1.御鉾（ｵﾎｺ)神社：祭神：御鉾大神。例祭：9 月 25 日。主祭神として、速
秋津日子神（ﾊﾔｱｷﾂﾋｺﾉｶﾐ)、速秋津比売神（ﾊﾔｱｷﾂﾋﾒﾉｶﾐ)と埴山姫神(ﾊﾆﾔﾏﾋ
ﾒﾉｶﾐ)である（写真 4-6）｡木造・素木造り。屋根銅板葺き。延宝５（1677）年建築、
天明８（1788）年合祀し、大国主神と猿田彦神の六柱（合祀分は別殿にて鎮祭）
とする。延宝３年（1675）大祝（宮司）邸を今治市島生（現在墓地が同所にある）
から、大三島宮浦へ移したとき、邸内社として遷した。明治 14（1881）年改築。祭

写真 4-6.御鉾神社

神については幾度かの異動があり、古く「伊奘諾神・伊奘冉神・大物主神・小
子命」の記録である。国指定重要文化財大山祗神社上二島家文書に、建武
２年（1335）、嘉慶３（1798）年・康応元年（1389）等の関係文書（寄進状）があ
る。平成１３（2001）年社殿新築、９月正遷座〕

4-3-2.八重垣（ﾔｴｶﾞｷ）神社：祭神：素戔嗚命。例祭：6 月 28 日。素戔嗚命
は日本神話の神。伊奘諾尊（ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄ)・伊奘冉尊(ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)の子であ
る。天照大神の弟。多くの乱暴を行ったため、天照大神が怒って天の岩屋に
こもり、高天原から追放された。出雲に降り、八岐大蛇(やまたのおろち)を退

写真 4-7.八重垣神社

治し、櫛名田姫(ｸｼﾅﾀﾞﾋﾒ)を救い、大蛇の尾から得た天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)を天照大神に献じた
（写真 4-7）。
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4-3-3.院内荒（ｲﾝﾅｲｺｳ)神社： 祭神：神饌調理
の竈神。院内荒神社・地神社・稲荷神社・石神社は
4 社並んで鎮座する。各社とも例祭はない。◎地神
社： 祭神：境内の地主神。◎稲荷（ｲﾅﾘ）神社： 祭
神：境内の地主神。◎石（ｲｼ）神社：神饌調理の竈
神：神饌（しんせん）は、日本の神社や神棚に供え
る供物のこと。御饌（みけ）あるいは御贄（みにえ）と
も呼ばれる。竈（かまど）を神聖視する信仰は全国
的で、そのそばに神棚を設けて神符や幣束を納め
る。東北地方では釜男と呼び，竈の神とする。東日

写真 4-8.院内荒神社、地、稲荷神社と石神社

本ではお釜様、関西では荒神(こうじん)、中国地方
では陰陽(おんみょう)師の影響で、土公神(どくじん)、どくさんとも呼ぶ（写真 4-8）。

4-3-4.姫子邑（ﾋﾒｺﾑﾗ）神社：祭神：木花開耶姫命（大山積神の娘）とその御子神（火々出見命・火須勢理
命）。例祭：10 月 26 日。本殿裏に鎮座。ｺﾉﾊﾅﾉｻｸﾔﾋﾞﾒ(ﾋﾒ)は、日本神話に登場する女神。一般的には、木花
咲耶姫と記される｡ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾞﾒ､ｺﾉﾊﾅｻｸﾔﾋﾒ､または単にｻｸﾔﾋﾞ
ﾒと呼ばれることもある｡『古事記』では神阿多都比売（ｶﾑｱﾀﾂﾋ
ﾒ）、『日本書紀』では鹿葦津姫または葦津姫（ｶﾔﾂﾋﾒ）が本名で、
コノハナノサクヤビメは別名としている。天照大神（ｱﾏﾃﾗｽ）の孫
であるニニギノミコト（瓊瓊杵尊、邇邇芸命）の妻。ｵｵﾔﾏﾂﾐ（大山
積神、大山津見神、大山祇神）の娘で、姉にイワナガヒメ（石長比
売、磐長姫）がいる。ニニギノミコトの妻として、ホデリ（海幸彦・ｳﾐ
ｻﾁﾋｺ）・ホスセリ・ホオリ（山幸彦・ﾔﾏｻﾁﾋｺ）を生んだ（写真 4-9）。

4-3-5.伊予国（ｲﾖﾉｸﾆ)総社・祓殿（ﾊﾗｴﾄﾞﾉ)神社・葛城（ｶﾂ
ﾗｷﾞ）神社：祭神：大禍津日神・大直日神・伊豆能売神・速佐須良

写真 4-9.姫子邑神社

姫神・一言主神。例祭：６月 30 日（伊予国総社・葛城神社）、10 月 20 日（祓殿神社）。社殿一宇に三社を祀る。
◎大禍津日神とは、禍津日神（ﾏｶﾞﾂﾋﾉｶﾐ､ﾏｶﾞﾂｲﾉｶﾐ）
は神道の神である。禍（マガ）は災厄、ツは「の」、ヒは神
霊の意味であるので、マガツヒは災厄の神という意味に
なる。神産みで、黄泉から帰ったイザナギが禊を行って
黄泉の穢れを祓ったときに生まれた神である。◎大直日
神とは、異常で、けがれた状態を正しく直す神。黄泉(よ
みの)国からもどった伊奘諾尊が禊(みそぎ)をしたとき、
八十枉津日(ﾔｿﾏｶﾞﾂﾋﾉ)神の「枉」(不浄,不幸)を直そうと
して、神直日(ｶﾑﾅｵﾋﾉ)神の次に生まれた。「古事記」で
は、大直毘神と書く（写真 4-10）。

写真 4-10.祓殿神社、伊予国総社、葛城神社
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4-3-6.十七神社：祭神：諸山積神社と十六神社。例祭：２月 20
日。諸山積神社に十六社が接続する形をとる。由緒書によれば、
神社自体は正安年間（1299 年-1302 年）の創建。社殿は永和４
年（1378 年）の再建という。愛媛県指定有形文化財に指定されて
いる。内陣には、重要文化財指定の神像群が鎮座する（写真 411）。
写真 4-11.十七神社

4-3-7.宇迦（ｳｶﾞ）神社：祭神：宇賀神。例祭：３月 15 日。放生池の島に鎮座。
宇賀御魂神とは、別称：稲荷神(ｲﾅﾘﾉｶﾐ)、宇迦之御魂命(ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ)、倉稲
魂命(ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ)、大物忌神(ｵｵﾓﾉｲﾐﾉｶﾐ) 性別：系譜：素盞鳴尊の子。秦氏
の氏神 神格：穀霊神、農耕神、商工業神である（写真 4-12）。木造・素木・流
れ造り・屋根銅板葺き。池をはさんで木造・素木・屋根銅板葺きの拝殿。現在の
社殿は、昭和５７（1982）年１２月新築。例祭のほか、本社の例大祭に先立ち、
旧暦４月１５日～２１日までの七日間、大祭期間中の好天を祈る新晴祭が、当
日晴天のときには旧暦４月２４時間日に新晴報春祭が行なわれ、その神饌は放
生池に投供される。古来新附・新晴の霊験あらたかな神社として信仰されてお

写真 4-12.宇迦神社

り、雰の神事には安神山頂の龍神社にお龍りをし、つづいて宇迦神社の放生池（土地の人が、べたいけんと呼
ぶ）をさらえ、境内で千人踊りをした。

4-3-8.馬（ｳﾏ）神社： 祭神：天斑駒神。例祭：３月１日。神馬舎隣に鎮
座。天斑駒（あまのふちこま）とは。むちこま。斑駒（ぶちこま)。ぶちうま。日
本の神話伝承にでてくる。「天の」は美称。斑馬とは、毛色がまだらな馬。
種々の毛色がまじっている馬。ぶちうま、は「ぶちむま」とも。『古事記』で、
スサノオ神がアマテラス女神の織屋に天斑馬の皮を逆剥ぎにして ぶちこ
む乱暴をした。 『日本書紀』神代上「秋は則ち、天の斑駒放ちて田の中
に使伏す（写真 4-13）。木造・素木・流れ造り・屋根鏑板葺き。現在の社
殿は昭和 58（1983）年３月新築。土地の人々は、「失せ物探し」に霊験あり

写真 4-13.馬神社と神馬舎

として願掛けをする。〔神馬舎〕 馬神社に隣接し、本社境内にある。木造・屋根瓦葺き。現在神馬はいないが、
国宝一遡上入線伝にある大山祇神社々頭の図には、みごとな毛並みの駒が五頭も描かれており、競馬、流鏑
馬の神事記録も多数残されている。尚、境内を馬場と呼び、神社に隣接する宮浦下条には「馬見」の地名もあ
る。江戸時代御神馬は、藩主によりたびたび奉納されていた。神馬舎に享保 20（1735）年、松平定喬公奉納の
棟札がある。

4-3-9.八坂（ﾔｻｶ）神社：祭神：素戔嗚命・少彦名命。例祭：６月１４日。祖霊社横に鎮座。少彦名命(ｽｸﾅﾋｺ
ﾅ)とは、別名は少名毘古那神、須久奈比古命、久斯神（ｸｼﾉｶﾐ）、須久奈比古命、小名牟遅神である。神徳
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は医療の神、国土平安、温泉の神、産業繁盛、縁結びと航
海守護である（写真 4-14）。木造・流れ造り・胡粉・丹塗り・屋
根銅板葺き。現在の社殿は昭和 56（1981）年５月に新築。

4-3-10.五穀（ｺﾞｺｸ）神社： 祭神：宇賀御魂神。例祭：３月
15 日。祖霊社横に鎮座。宇賀御魂神とは、別称：稲荷神(ｲﾅ
ﾘﾉｶﾐ)、宇賀御魂命(ｳｶﾉﾐﾀﾏﾉﾐｺﾄ)、倉稲魂命(ウカノミタマノミ
コト)、大物忌神(ｵｵﾓﾉｲﾐﾉｶﾐ) 性別：系譜：素盞鳴尊の子。秦

写真 4-14.八坂神社（左）と五穀神社（右）

氏の氏神 神格：穀霊神、農耕神、商工業神である（写真 4-14）。木造・流れ造り・胡粉・丹塗り・屋根銅板葺
き。現在の社殿は、昭和 56（1981）年５月に新築。
4-3-11.大山祇神社の境外末社◎御子宮神社(今治市大三島町宮浦字御子宮） 祭神：大直日神（ｵｵﾅｵﾋﾉｶ

ﾐ)。例祭：１月 8 日。宝亀 10 年（779）年）11 月に鎮座したとされる。◎厳島神社（今治市大三島町宮浦字厳島）
祭神：市杵島姫命。例祭：６月 17 日。◎轟（ﾄﾄﾞﾛｷ）神社（今治市大三島町宮浦字坂中） 祭神：啼澤女神（ﾅｷｻﾜ
ﾒ）。例祭：１月 7 日。宝亀 10 年（779 年）11 月に鎮座したとされる。◎天神社（今治市大三島町宮浦字小見山）、

祭神：天之御中主神（ｱﾒﾉﾐﾅｶﾇｼﾉｶﾐ)・高産霊神・神産霊神（相殿に菅原道真公）。例祭：６月 25 日。

4-3.大山祇神社の鳥居

写真 4-15.一の鳥居

写真 4-16.本社境内二の鳥居

写真 4-17.台風と大雨のため不明瞭

大山祇神社の一鳥居は、大三島宮浦御串山、宮浦の河岸の正面に立つ。石材鳥居の規模は、高さ 35 尺
3 寸、幅 22 尺 5 寸、（写真 4-15）重要文化財である。大山祇神社の一鳥居は、本社境内入口に立つ。石材
鳥居の規模は、高さ 26 尺 1 寸、幅 15 尺８寸である（写真 4-16）。写真 4-17 は、台風と大雨のため不明瞭。
クスノキ群は、元亨 2（1322）年の兵火や、亨保 7（1722）年の洪水で大被害を受けており往年の姿は無いが、
38 本が「大山祇神社のクスノキ群」の名称で国の天然記念物に指定、他の場所の１本が愛媛県指定天然記念
物となっている。昭和２６（1951）年１１月２７日指定。◎乎千命御手植の楠幹周 11.1m、根周り 20m、樹高約
15.6m。伝承樹齢 2600 年。◎「第三号樹」、幹周 8m（1950 年頃）。樹高 48m）と根周り 70m が特徴。◎「生樹の
御門」、樹齢は 2,000 年または 3,000 年と伝承される。根周り 32m、幹周 15.5m、高さ 10m。真中の洞（幅 2m、
高さ 3m）が、奥の院への参拝通路となっていて、くぐると長寿のご利益（ごりやく）があるなどで信仰されている
（写真 4-18）。
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写真 4-18.「大山祇神社のクスノキ群」の名称で国の天然記念物に指定

写真 4-19.台風と大雨のため不明瞭は総門

写真 4-20.大山積大神社の鳥瞰図

写真 4-19 の総門は、2010 年に再建され、総ヒノキ造りで高さは、12m である。この樹齢 2600 年の大楠は、社
伝によると、大山積大神の子孫の小千命(ｵﾁﾉﾐｺﾄ)が、神代に祖神を鎮祭申し上げた記念に手植えされた御神
木である。大山祇神社の楠群は、日本最古の原始林社叢の楠群として国の天然記念物に指定されている。総
門は 2010 年造営。元亨２年（1322 年）に、焼失してから 688 年ぶりに復元した。写真 4-20 は大山積大神社
の鳥瞰図である。http://www.ooyamazumi.net/

写真 4-21.大三島海事葉山丸記念館）の正面

写真 4-22.宝篋印塔(国の重要文化財）と赤色橋

源氏・平氏をはじめ、多くの武将が武具を奉納して武運長久を祈ったため、国宝・重要文化財の指定をうけ
た日本の甲冑の約 4 割が、この神社に集まっている。社殿・武具等の文化財として国宝 8 件、国の重要文化
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財 76 件（2014 年現在）を有し、これらは紫陽殿と国宝館に収納・一般公開されている。さらに、昭和天皇の「御
採集船」として活躍した「葉山丸」と、四国の海に生息する魚介類や全国の鉱石、鉱物を展示したものが併設さ
れている（写真 4-21）。写真 4-22 は、宝篋印塔(国の重要文化財）と赤色橋である。

５.おわりに
5-1.大鎧（おおよろい）のしくみ
鎧の種類には、大鎧・胴丸・草摺
（ｸｻｽﾞﾘ）がある。大鎧は壮大美麗

な日本の甲冑の華で、平安中期に
成立し、南北朝時代に胴丸が主流
になるまで、武将が騎射戦で着用
した。
胴や早摺（腿の部分）・大袖の主
要部分は、革や鉄製の小札を、布
や革の紐で上下に綴り重ねて（「威
す」という）形成され、紐の色によっ
て赤威（あかおどし）、紫威（むらさ
きおどし）などとよばれる。胴丸との
違いは、大袖がつくこと、弓を射る
のに便利なように胴の正面に弦走

写真 6-1.国宝大鎧の大袖付

写真 6-2.大鎧の部分名称

という革を張ること、胸前に栴檀板と鳩尾板がつき、右脇に脇盾がつくこと、大鎧は草摺が４枚なのに対し、胴
丸は８枚と細分されている点など。大鎧には、星という鉄鋲を打った星兜が組みあわされる。大山祇神社 神社
紀行「特装版」

5-2.史跡 鯨山の古墳
所在地：今治市馬越。平地部に孤立する丘陵を利用
して築かれた前方後円墳で、現状は前方部に当る西南
部が少し変形されているが、後円部は、ほぼ完全に同
態を存し、かつて円筒埴輪があったという。この古墳は
応神天皇の頃、小千国造として下向された乎致命の墳
墓とも伝えられているが、今はその後円部に小さな祠を
安置している。昭和 25 年 10 月 10 日指定 『愛媛の文
化財』より。大山祗神社大宮司大根家は、延宝３（1675）
年に、大三島に常住するまで、今治に居を構え祭典奉
仕のとき渡海することが慣しでした。今治地方の発展とと
もに屋敷地も移動したが、今、その足跡を馬越、別名、
鳥生などの大祝墓地に見ることができる。大山祇神社社
務所 第 11 刊。平成 29 年。

写真 6-3.史跡 鯨山の古墳
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別表 大山祇神社の年表
和 暦
推古天皇

西暦
594

02

年

表

大三島瀬戸（遠土宮（オンドノミヤ）、現 横殿社。今治市上浦町瀬戸）に移っ多と伝えら
れている （『伊予国風土記』逸文、『三島宮社記』）…

大宝元年

701

現在地（今治市大三島町宮浦）への遷宮に向け造営が始まる『三島宮御鎮座本縁』。

霊亀 02

716

16 年をかけ造営終了 （『三島宮御鎮座本縁』）。

養老 03

719

4 月 22 日、遷宮の儀 （『三島宮御鎮座本縁』）。

天平神護

766

4 月 19 日、従四位下 （『続日本紀』）-表記は「大山積神」。

宝亀 10

779

下津社は、創建：11 月、木造・三間社流造。

宝亀 10

779

御子宮神社（今治市大三島町宮浦字御子宮）、11 月に鎮座したとされる。

02

18

宝亀 10

779

轟神社（今治市大三島町宮浦字坂中）、11 月に鎮座したとされる。

承和 04

837

8 月 7 日、従四位下、名神に預かる （『続日本後紀』）-表記は「大山積神」。

貞観 08

866

3 月 7 日、従三位から正三位 （『日本三代実録』）-表記は「大山積神」。

貞観 12

870

8 月 27 日、正三位から従二位 （『日本三代実録』）-表記は「大山積神」。

貞観 17

875

3 月 29 日、従二位から正二位 （『日本三代実録』）-表記は「大山積神」。

寛平 09

897

六国史以後年（年）、正一位 （社伝）。

正安元

1299

十七神社自体は、正安年間（1299 年-1302 年）の創建。

元亨 02

1322

戦火に遭い本殿、拝殿が焼失 （『伊予国三嶋社縁起』）、クスノキ群は兵火で大被害。

建武 0２

1335

御鉾神社が国指定重要文化財大山祗神社上二島家文書にある。

天授 02

1376

上津社は本殿と共に再建されたという。

天授 04

1378

本殿、拝殿と共に再建。（社伝）、十七神社社殿は再建されたという。

康応元

1389

御鉾神社 関係文書（寄進状）がある。

応永元

1394

上津社は、本宮本殿と同様に、応永年間（1394 年-1428 年）の再建と推定されている。

応永 34

1427

向拝実肘木墨書。本殿と拝殿は室町時代に再建された。

天文 12

1543

大三島合戦、鶴姫戦死（社伝）。

慶長 07

1602

拝殿建築 （社伝）、本殿と拝殿は、大修理が実施されている。

明暦元

1655

下津社は、８月、現在の建物は松山藩主松平隠岐守定行によって建立された。

通宝 0３

1675

御鉾神の大祝（宮司）邸を、今治市島生（現在、墓地が同所にある。）から、大三島宮浦
へ移したとき、邸内社として遷した。

延宝 0５

1677

御鉾神社 屋根銅板葺きで建築。

亨保 07

1722

クスノキ群は、洪水で大被害を受けている。

享保 20

1735

馬神社 神馬舎に、松平定喬公奉納の棟札がある。

延享年間

1744

上津社は、延享年間（1744 年-1748 年）、大改修完成。

天明 0８

1788

御鉾神社 合祀し、大国主神と猿田彦神の六柱（合祀分は、別殿にて鎮祭）とする。

寛政 0３

1798

御鉾神社 関係文書（寄進状）ある。

文政年間

1818

上津社は、（1818 年-1830 年）に大改修完成。

明治 14

1881

御鉾神社 改築。祭神については幾度かの異動があり、古く「伊井諾神・伊奘冉尊・大
物主神・小子命」の記録がある。

明治 37

1904

本殿と拝殿は、国の重要文化財に指定。

昭和 25

1950

史跡 鯨山の古墳、10 月 10 日指定 『愛媛の文化財』。

昭和 57

1982

宇迦神社の社殿は、１２月新築。

昭和 58

1983

馬神社、現在の社殿は、３月新築。

昭和 26

1951

国の天然記念物：大山祇神社内の楠群は、日本最古の原始林社叢の楠群として、天然
記念物に指定されている。

昭和 28

1953

拝殿は、国庫補助を得て解体修理を行い、国の重要文化財に指定。修理前の拝殿屋
根は瓦ぶきであったが、解体修理の際記録に正して古姿（桧皮ぶき）に復元される。

昭和 29

1954

上津社は、11 月に愛媛県指定重要文化財。

19

昭和 43

1968

上津社は、解体修理が実施された。

昭和 56

1981

八坂神社及び五穀神社は、現在の社殿は、５月に新築。

平成 03

1991

拝殿、桧皮葺替工事を竣工した。

平成 04

1992

「日帝残滓」を焼却処分すると主張した過激派（中核派）の放火により祖霊殿が全焼。

平成 0６

1994

下津社は、屋根桧皮葺替並塗り替える。

平成１３

2001

御鉾神社の社殿新築を９月正遷座〕。

平成 22

2010

総門が、再建され、総ヒノキ造りで高さは、12m である。

