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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 Ishizuchi Shrine" which is Saijo city Ehime prefecture.  Ishizuchi 

Shrine is located at 33 degrees 53 minutes 23 seconds north latitude, 133 degrees 9 minutes 20 

seconds east longitude, and the altitude: height 43.5 m. About shrine environment, the writer 

analyzed data by a scientific management method. 

HISTORY：Ishizuchi Shrine is one of the spirit peaks of the Seven Nights of Japan. Gypsum is a 

stone character in a circle. Shinto shrine with Mount Ishizuchi, the highest mountain in western 

Japan, as Shintaisan, is settled at the foot of the mountain. Ishizuchi Shrine is a generic name of 

the four companies Kutinomiya-Honsha, Chuuguu-Joujusha, Tutigoya-Youhaiden, Okunomiya-

Choujousha. Ishizuchi Shrine is the total main shrine of Professor Isiduti, a religious corporation. 

WORSHIPPED DEITY： Ishizuchi Shrine enshrines Ishizuchihiko-no-Mikoto and in Kojiki 

Iwattihiko-no-Mikoto and Ishizuchi-ookami). The second child of Izanaki-no-mikoto and 
Izanami-no-mikoto hits Amaterasu's older brother. Worshipped Deity is the God of Ishizuchi 

hiko-no-Mikoto and worships the three statues of Tamagota (Nintoku), Mirai (Tomonori), and 

Kenzori (Yutoku).  

ＫＥＩＤＡＩＳＨＡ：1.Sabai Shrine（Susanoo-no-Mikoto, Kotoshironushi-no-kami, Itou-Hatirouhira） , 

2.Houtigai-sha （ Toshitoku-zin/Haraedo-no-ookami), 3.Itukushima-sha （ Itikishimahime-Mikoto, 

Tagirihime-Mikoto、Tagituhime-Mikoto）, 4.Tennou-Miya（Susanoo-no-Mikoto）, 5.Ooishi-sha（Saruta 

hiko-no-kami）, 6.Omitama-Den (Ryo actor or Shiji etc.）. SYNTHESIS-SESSHA：1.Akiha Shrine

（Kagu-tsuchi- kami）, 2.Ōyamazumi Shrine（Ōyamazumi-kami）, 3.Izawa-no-miya（Kou-Taizin）, 

4.Kō-Shrine （ Amaterasu-oomikami-Aramitama ） , 5.Kawati-Hatiman-zinja （ Homuta wake-No-

Mikoto）, 6.Pioneer-Sha（Mikuemon-Mikoto）. 

 

キーワード：役小角・山岳信仰・36 の王子社・石鎚本教 

Keywords：Ennoodunu, Sacred Mountains, Oji Yashiro of 36, Ishizuchi-Honkyou. 
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5.石鎚神社の社殿と末社と鳥居 ６.おわりに 謝辞、参考文献、 別表：石鎚神社の年代。 

 

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、愛媛県西条市西田甲 797 番地にある石鎚神社、古代の地域である。石鎚神社の所在地

は北緯 33 度 53 分 23 秒、 東経 133 度 9 分 20 秒で、標高：高さ 43.5ｍである。 

主祭神は、石鎚毘古命・ｲｼﾂﾞﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ（石土毘古命ｲｼﾂﾞﾁｵｵｶﾐ・石鎚大神ｲｼﾂﾞﾁｵｵｶﾐ）である。神

社創建は奈良時代である。別名は西日本 高峰石鎚山を神体山とする神社で、山麓に鎮座する①本社（口

之宮）、②山腹の成就社（中宮）と③土小屋遙拝殿、④山頂の頂上社の４社の総称である。宗教法人・石鎚本教

の総本宮でもある。神紋は丸に石の字。勧請神は伝説で紀元前 63 年のこと崇神天皇第 35 年石鎚の峯に神

を勧請（長寛勘文による）する。祭神は石鎚神社は石鎚毘古命(ｲｼﾂﾞﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)をお祀りし、古事記では石土毘

古命(ｲﾜｯﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)、石鎚大神(ｲｼﾂﾞﾁｵｵｶﾐ)ともいう。伊那那岐命(ｲｻﾞﾅｷﾉﾐｺﾄ)伊那那美命(ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)の第２

番目の子で、天照皇大神の兄に当たる。社格等は県社・別表神社である。 

 

神像拝戴神事・御神徳について、祭神は一神だが、後述の夏山開き大祭における御神像は三体。御神

徳を仁智勇の玉持ち神像（和魂）、鏡持ち神像（奇魂）、剣持ち神像（荒魂）の三体の神像に現すという。石鎚山

は古くから日本七霊山の一つとして名高く、『日本霊異記』には「石鎚山の名は石槌の神が坐すによる」とある。

第 10 代崇神天皇 35 年、石鎚の峯に神を勧請したと伝わる。御祭神は石鎚毘古命御一神で玉持（仁徳）、鏡持

（智徳）、剣持（勇徳）の三体の御神像を祀り、三体の神像が信者に背負われて山頂に向かう。◎玉持(たまもち)

の御神像：(和魂､にぎみたま) 仁徳の神徳。家内安全、病気平癒を守る。◎錆持(かがみもち)の御神像：(奇魂、

くしみたま) 智徳の神徳。農業、工業、商業、漁業､各事業の繁栄､学業の成就を守る。◎剣持(つるぎもち)の御

神像：(荒魂、あらみたま) 勇徳の神徳。勇気、忍耐をすすめ、悪事を除き、危機を守り、厄除開運、諸災消除、

交通安全を守る。◎御神像拝戴とは：全国八万社の中でも、当石鎚神社のみで行われる特殊神事。上

記の三体の御神像を直接体にあて､神人一体の申に御神徳をいただく神事である。 

境内社は 1.三倍神社（素盞嗚命 言代主神 伊藤八郎平）、2.方違社（歳徳神）祓戸大神、3.厳島社（市杵島

姫命、田心姫命、湍津姫命）、4.天皇宮（素盞鳴命）、5.大石（ｵｵｲｼ）社（猿田毘古神）、6.祖霊殿（（ｵﾐﾀﾏ）役の

行者ほか代々の宮司など）である。総合摂社は、1.秋葉神社（火之加具土神）、2.大山祇神社（大山祇神）、3.伊

雑社（皇大神）、4.荒神社（天照皇大御神荒魂）、5.河内八幡神社（誉田別命）、6.開拓社（三右ヱ門命）である。 

 

本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての石鎚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。 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.愛媛県西条市 

2-1.愛媛県西条市 

2-1-1.概要と地理 

西条市は、国の名水百選にも選出されている「うちぬき」と呼ばれる自噴水（地下水）やカブトガニなどで広く

知られる。市が力を入れて取り組んで来た、製造業を中心とする産業振興方針を今も継承している。2000 年代

前半、製造品出荷額などにおいて四国 大を誇っていた。臨海部には国内 大級の今治造船のドックを有す

る。平成 16（2004）年 11 月 1 日西条市、東予市、周桑郡小松町、同丹原町が対等合併して新たな「西条市」が

誕生した。地理としては、山： 石鎚山、瓶ヶ森、笹ヶ峰、伊予富士等、河川：加茂川、中山川、渦井川、大明神

川等、湖沼:黒瀬湖（黒瀬ダムによる人造湖）、大谷池、兼久池等がある 

 

2-1-2.西条市名の由来 

西条とは、鎌倉時代の荘園名にも見られ、西条藩にも受け継がれ歴史的にも由緒ある地名である。 も古く

は「予章記」建暦元年条に河野通信は軍功により「新居西条の郷」を賜りとある（異説もある）。 

平成の市町村合併に２市２町の合併協議会で、平成 15（2003）年に、全国からの一般公募を実施した。その結

果は「西条市」で有効件数全体の 65%を占めた。小委員会で上位の西条市、石鎚市、いしづち市、伊予西条市、

西條市、さいじょう市、水都市、東予市、道前市、ひうち市の 10 候補を選んだ。さらに、西条市、石鎚市、いしづ

ち市、道前市、ひうち市の 5 候補に絞込み、合併協議会に諮り『西条市』とした。西条市長（旧市）が「個人的に

は西条がよい」と述べ、住民説明会などにおいて市名公募は西条で応募するよう促すなど、旧市の名称を継承

する「西条市」の選択は既定路線ともいえた。なお、5 つの候補はいずれも古くからの地名で、地下水が自噴す

るなど水が豊富で「水の都」と称されてきた。市役所では合併協議会において、旧西条市役所を利用しつつ合

併後 10 年以内に現在地よりも西の幹線道沿線地域に新庁舎を建設することとなったが、2010 年末現在、

未だに具体的かつ建設的な検討案は出されていない。 

 

2-1-3 西条市名の歴史 

旧石器時代：小松町明穂南

方段丘の上に広さ 6,000m2

にも及ぶ広大な遺跡群があ

る。約２万年前になる後期

旧石器時代のサヌカイト製

ナイフ形石器などが発掘さ

れている。弥生時代：八堂

山山頂付近にて昭和 40

（1965）年代に高地性集落

が発見され、入母屋竪穴式

住居や円形倉庫が復元展

示されている。古墳時代：船屋、天神山、氷見、小松、丹原と市内各地に古墳が存在している。景行天皇の第

12 皇子武国凝別命が伊予国平定のために派遣され、神野郡（後の新居郡、現在の愛媛県西条市・新居浜市・

  

石鎚神社の本社 写真 2-2.霊峰 石鎚山と石鎚神社 
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他)に拠点を置き、成務天皇 28 年（西暦 158 年）皇祖神である天照大神を祀り伊曽乃神社を創建した。飛鳥時

代：日本でもまだ 16 しか発見されていない神籠石が基礎の古代山城である永納山城が河原津地区楠に築か

れる。戦国時代：全国制覇を目指す羽柴秀吉配下の小早川隆景・吉川元長による四国攻めの軍が瀬戸内海を

渡って現在の新居浜市に上陸し、この地方を実質的に支配していた金子氏との決戦の場となった（天正の陣）。

「野々市ヶ原の古戦場」「千人塚」「高尾城」「高峠（高外木）城」「金子備後守元宅の墓」など多数の旧跡がある。

江戸時代：伊予の河野氏ゆかりの一柳氏が外様大名として西条藩を治めていたが３代目一柳直興の際、改易

され、しばらく天領となった。その後紀州徳川家より藩主徳川頼宣の二男・松平頼純を迎え、以後 紀州徳川家

の支藩として幕末まで西条藩を治めた。 西条松平家第２代頼致は紀州藩主徳川吉宗が将軍となったため紀州

徳川家・紀州藩主を継いだ。松平家は参勤交代を行わない定府の大名であった。徳川一門の親藩しかも御連

枝ではあったが、幕末の際には官軍として戊辰戦争に参戦している。また初代西条藩主・一柳直盛の三男・一

柳直頼が外様大名として小松藩を開き、こちらは明治維新まで受け継がれ治めた。小松藩も幕末の際には官

軍として戊辰戦争に遠く東北まで参戦している。松山藩初代藩主・松平定行が領内に 3 つの市場を整備し、そ

のひとつが丹原の地に設けられた。 

 

3.石鎚神社の資料 

３-１.総本社 地域山岳信仰発祥（石鎚山） 
 

◎石鎚山（ｲｼﾂﾞﾁｻﾝ､ｲｼﾂﾞﾁﾔﾏ）は、四国山地西部に位置する標高 1,982m の山で、近畿以西の西日本 高峰

である。愛媛県西条市と久万高原町の境界に位置する。石鉄山、石鈇山、石土山、石槌山あるいは伊予の高

嶺などとも表記される。『日本霊異記』には「石槌山」と記され、延喜式の神名帳では「石鉄神社」と記されている。

前神寺および横峰寺では「石鈇山（しゃくまざん）」とも呼ぶ。 

◎概要：石鎚山は、山岳信仰（修験道）の山として知られる。日本百名山、日本百景の 1 つ、日本七霊山のひ

とつとされ、霊峰石鎚山とも呼ばれる。石鎚山脈の中心的な山であり、石鎚国定公園に指定。天狗岳（てんぐだ

け、標高 1,982m）・石鎚神社山頂社のある弥山総体山を石鎚山と呼ぶ。第三紀の 1500 万年前頃まで、火山活

動で、山体は安山岩で、る直径約 7km に分布、カルデラである。ちこのカルデラはカルデラではなく、環状割れ

目噴火によるバイアス式カルデラである。約２万年前の 終氷期にこの辺りは周氷河作用がはたらき、岩石が

砕かれ岩稜の山が形成された。 

◎山岳信仰；石鎚山は古くから山岳信仰の山とされ奈良時代には修行道場として知れた。役小角や空海も修

行したとされ山岳仏教や修験道が発達し、信仰の拠点として石鎚神社等が。また成就社は奥前神寺とも呼ばれ

る。1610 年（慶長 15 年）、豊臣秀頼が成就社を寄進した。寛文年間には小松藩主一柳氏、西条藩主松平氏の

帰依により社殿が整備。江戸時代に紛争、別当職や奥前神寺の地所をめぐって西条藩領の前神寺と小松藩領

の横峰寺との間に紛争が起こった。石鉄山社別当は前神寺が専称したのに対し、1729 年（享保 14 年）に横峰

寺が「石鉄山横峰寺別当」の印形を使用したのが発端である。 

◎人禁制の看板：明治 4（1871）年の神仏分離により、石鎚蔵王権現は石鎚神社になった。毎年、７月 1 日から

10 日までの間に「お山開き」の神事が執り行われ、多くの信者が参拝登山に訪れる。古くからお山開きの期間

中は女人禁制とされてきたが、現在では 7 月 1 日だけが女人禁制となり、女性は成就社まで、また土小屋遥拝

殿までで山頂まで登る事が出来ない。 
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３-２.石鎚神社・口之宮本社（愛媛県西条市） 

所在地:愛媛県西条市西田甲 797 番地。位置:北緯 33 度 53 分 23.3 秒 東経 133 度 9 分 19.8 秒である。 

主祭神石鎚毘古命（石土毘古命・石鎚大神）、境内の奥には、石鎚山旧登山道入口がある。社格等県社・別表

神社。創建:奈良時代。本殿の様式:権現造。例祭:4 月 5 日・10 月 5 日。1994 年、朱の大鳥居建立。2006 年、

神門：外側は大天狗

像・小天狗像が、内側

に は 武 者 姿 像 を 竣

工。本殿：祭神は石鎚

大神で 1967 年竣工

し、2015 年改修した。

祖霊殿：祭神は石鎚

山の開山の祖役行者

で 、 祀 宮 、 社 司 、 社

掌、宮司をはじめ神社

職員、先達の物故者の神霊。旧頂上祠：2016 年竣工。石鎚山頂上の磐座の祠を移転された。境内社には、大

石社（猿田毘古神）、三倍神社（素盞嗚命 言代主神 伊藤八郎平）、方違社（歳徳神）祓戸大神、祖霊殿（役の

行者ほか代々の宮司など）と天皇宮（素盞鳴命）。総合摂社には、秋葉神社（火之加具土神）、大山祇神社（大

山祇神）、伊雑社（皇大神）、荒神社（天照皇大御神荒魂）、河内八幡神社（誉田別命）、開拓社（三右ヱ門命）。 

 
３-３.石鎚神社奥の宮・頂上社（愛媛

県上浮穴郡久万高原町） 

弥山頂上の岩座に石の祠が 2016 年に二

の鎖小屋とともに新設された。成就社から頂

上社を望む奥宮頂上社には、弥山頂上（標

高 1974m）にある。山頂への参道には「鎖の

行場」で名高い試しの鎖、一之鎖（33ｍ）、二

之鎖（65ｍ）、三之鎖（68ｍ）の石鎚山の象徴

である（写真 3-4）。社殿には三体の御神像

（2002 年 9 月 28 日遷座）が祀られている。

すなわち、頂上社には（玉持（仁徳）、鏡持

（知徳）、剣持（勇徳）の三体の神像が信者に

背負われて山頂に向かうため、2002 年 10 月

24 日竣工した。神職常駐期間 5 月 1 日～11

月 3 日朝拝や夕拝が行われ、お守りやお札を頒布している授与所が開かれる。天狗嶽は西日本 高地点（標

高 1982m）で石鎚神社の境内地。三十六王子社の 36 番である（写真 3-5）。頂上に至る登山道には、全国でも

珍しい鉄の鎖(試しの鎖･１の鎖･２の鎖･３の鎖)がかかっており、毎年７月１日から１０日間の石鎚山お山開き大

祭では、白装束の信者が鎖に連なって登り、まさに霊気溢れるお山となる。 

   

写真 3-1.口之宮本社の

由来文 

写真 3-2.口之宮本社の案

内板 

写真 3-3.口之宮本社の

本社会館 

  

写真 3-4.石鎚山の天狗嶽

（標高 1982m） 

写真 3-5.石鎚神社の奥之宮の

頂上社（標高 1982m） 
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３-４.石鎚神社中宮・成就社（愛媛県西条市） 

   

写真 3-6.中宮成就社の正面拝殿、神殿、標高 1450m 

 

中宮成就社（ちゅうぐう-じょうじゅうしゃ）は、今から１３００年の昔、役小角(ｴﾝﾉｵﾂﾞﾇ)と言う行者によって開山さ

れ、修験道の霊山、霊験あらたかなお山である。また、弘法大師も修行されたお山である。神々の幸う国として

大自然を神と仰ぎ、石鎚山も私達のいのちを生み、生かし、育んでいる。成就社•神門（７月１日のみこれより石

鎚山方向へは女人禁制）頂上社まで 3.6km である。本殿は標高 1450m である。1982 年 6 月竣工。年間通して

神職が常駐することから昔は「常住」の文字があてられていた。見返遥拝殿は中央窓越しに石鎚山を拝する。

右脇に神変大菩薩立像（2013 年 6 月 12 日入魂）。八大龍王社•石鎚山遥拝の鳥居：1985 年 6 月建立。2010

年 5 月建替え竣工。八丁坂の手前の 鞍部にある（写真 3-6）。 

 

    

写真 3-7.中宮成就社の鳥居(2 基)と扁額 写真 3-8.成就社の全景 写真 3-9.成就社の案内図 

 

成就社（常住舎）災難の歴史として、1889 年 4 月 10 日行者の参籠通夜中の失火により全焼し社殿・宝物が

消失。1893 年本殿再建、1900 年社殿再建竣工。また、1980 年 11 月 13 日に大火に見舞われ、周辺の旅館と

共に全焼した。山上で消火用水も少なく消防車も駆けつけることが出来なかったことが被害を大きくした。しかし

1982 年 6 月には早くも周辺旅館と合わせて復興した。写真 3-7 は中宮成就社の鳥居と扁額。写真 3-8 は成

就社の全景である。写真 3-9 は杷成就社

の案内図である。成就社（常住舎）は諸願

成就の宮である。 

 

3-５.石鎚神社・土小屋遥拝殿（愛媛

県上浮穴郡久万高原町）土小屋遥

拝殿（標高 1492m）   

写真 3-10.土小屋遥拝殿鳥居と社殿、標高 1492m 
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土小屋遥拝殿（つちごやようはいでん）は、石鎚神社の４社の中でも も新しく昭和 46（1971）年に建てられた。

標高 1492ｍの土小屋にある遥拝所で、成就社と同じように、石鎚山へ登る際の重要な拠点になる。開門時期が

4〜11 月である。成就社で斧の老人と出会い、不屈の精神を培った役小角が山頂から土小屋遥拝殿まで戻っ

てきた際に、「我が願い成就せり」と言って山頂を仰ぎ見たそうである。この言い伝えはからここには拝殿が二つ

設けられています。ひとつは本殿であり、もうひとつは「見返拝遥殿」である（写真 3-10）。御神像を遷座奉斎。 

 

３-６.石鎚神社の御祭神 

御祭神は石鎚毘古命(ｲｼﾂﾞﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)で、［別称］石土毘古命(ｲﾜﾂﾁﾋｺ-ﾉ-ﾐｺﾄ)もしくは、［別称］石鎚大神(ｲｼ

ﾂﾞﾁｵｵｶﾐ)ともいう。『古事記』では石土毘古神は、伊邪那岐命(ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐｺﾄ)と伊邪那美命(ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)の国産

み・島産み後の神産みにおける第二子で、天照皇大神の相当離れた兄に当たる。また、第 40 代天武天皇 14

年（685）年に修験道の開祖・役小角（役の行者・神変大菩薩）によって開かれた山である。引き続き、上仙法師

が開山し。その後、空海、後の弘法大師も修行した。石鎚蔵王権現と称され、別当の前神寺（四国八十八箇所

第 64 番）・横峰寺（同第 60 番）のもとで、神仏習合・修験の道場として繁栄した。天武天皇 13（６８５）年、役小

角が石鎚山にて祈誓したという。弘仁 12 年（８２１）の『日本霊異記』には、「伊予国神野の郡の部内に山あり。 

興国３（1342）年には後村上天皇が朝敵

退散を祈願するために勅使。武家では河

野氏が篤く崇敬し、西条藩主・小松藩主も

厚く遇した。天正 19（1591）年、伊予の領主

となった福島正則は石鉄山常住に参籠す

る。慶長 15（1610）年、豊臣秀頼が石鉄山

常住の神殿を修築した。 江戸期には、明

暦 3（1657）年、西条藩主一柳直興が石鉄

山仏殿を建立、その後も享保 13 年（1728

年）、第八代将軍徳川吉宗が採薬師植村

佐平次に登山を命じ、第九代将軍徳川家

重が宝暦 3（1752）年に、第 10 代将軍徳川

家治が安永 7（1778）年に、それぞれの厄

除け祈祷を命じたと記録がある(図 3-1)。 

文政８（１８２５）年、江戸時代、別当・横峰

寺が廃され維新の際に別当・前神寺も廃さ

れて、石鎚神社と改称し県社に列した。明

治２（1869）年、明治初期に、神仏分離に始

まり、翌年には石鎚権現号が廃止された。

明治 4 年（1871）年 4 月 5 日に石鉄神社と

なり、同年 7 月 4 日には県社に列格された。明治 12 年（1879）年、前神寺は、塔頭寺院の医王院と合併し、前

上寺として復興。明治 40 年（1907）年、旧称に復す。また、横峰寺は大峰寺として復興した。明治 43（1910）年

に旧称に復した。明治 35（1902）年 3 月 8 日に石鉄神社から現社号に変更。昭和 20（1945）年、毎年 7 月 1

日から行われる「お山開き」では、、石鎚山女人登山禁制が緩和された。昭和 21（1946）年 5 月、戦後は

 
図 3-1.石鎚神社の平面図 
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「石鎚教教派総本社」（後の宗教法人石鎚本教）を設立し、神社本庁に属して、別表神社に加列した。昭和 24

（1959）年、宗教法人「石鎚本教」を設立。◎利益； 家内安全、病気平癒、諸産業の繁栄、学業成就、勇

気・忍耐などである。（公式 HP） 

 

３-７.神像拝戴神事・御神徳について 

  御祭神は一神だが、後述の夏山開き大祭における御神像は三体。御神徳を仁智勇の玉持ち神像（和魂）、

鏡持ち神像（奇魂）、剣持ち神像（荒魂）の三体の神像に現すという。石鎚山は古くから日本七霊山の一つとし

て名高く、『日本霊異記』には「石鎚山の名は石槌の神が坐すによる」とある。第 10 代崇神天皇 35 年、石鎚の

峯に神を勧請したと伝わる。御祭神は石鎚毘古命御一神で玉持（仁徳）、鏡持（智徳）、剣持（勇徳）の三体の

御神像を祀り、三体の神像が信者に背負われて山頂に向かう。◎玉持(たまもち)の御神像：(和魂､にぎみたま) 

仁徳の神徳。家内安全、病気平癒を守る。◎錆持(かがみもち)の御神像：(奇魂、くしみたま) 智徳の神徳。農

業、工業、商業、漁業､各事業の繁栄､学業の成就を守る。◎剣持(つるぎもち)の御神像：(荒魂、あらみたま) 勇

徳の神徳。勇気、忍耐をすすめ、悪事を除き、危機を守り、厄除開運、諸災消除、交通安全を守る。◎御神像

拝戴とは：全国八万社の中でも、当石鎚神社のみで行われる特殊神事。上記の三体の御神像を直接

体にあて､神人一体の申に御神徳をいただく神事。 

 

３-８.石鎚神社・石鎚本教年中行事

 

 

４.石鎚神社の由来と現在 

４-1.石鎚神社の和文由来と現在 

◎沿革：石鎚神社は、日本七霊山の一つ霊峰、西日本 高峰石鎚山を神体山とする神社で、山麓に鎮座する

本社（口之宮）、山腹の成就社（中宮）と土小屋遙拝殿、山頂の頂上社の４社の総称である。現在は神社本庁の

別表神社。石鎚山総本宮と称し、昭和 21（1946）年、宗教法人・石鎚本教の総本宮でもある。神紋は丸に石の

字である。 
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◎祭神：石鎚神社は石鎚毘古命(ｲｼﾂﾞﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)をお祀りし、古事記では石土毘古命(ｲﾜｯﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)、

石鎚大神(ｲｼﾂﾞﾁｵｵｶﾐ)ともいう。伊那那岐命(ｲｻﾞﾅｷﾉﾐｺﾄ)伊那那美命(ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)の第２番目の子で、

天照皇大神の兄に当たる。祭神は石鎚毘古命御一神で玉持（仁徳）、鏡持（智徳）、剣持（勇徳）の三

体の御神像を祀る。 

◎境内社：1.三倍神社（素盞嗚命 言代主神 伊藤八郎平）、2.方違社（歳徳神）祓戸大神、3.厳島社（市杵島

姫命、田心姫命、湍津姫命）、 4.天皇宮（素盞鳴命）、5.大石（ｵｵｲｼ）社（猿田毘古神）、6.祖霊殿（（ｵﾐﾀﾏ）役

の行者ほか代々の宮司など）。◎総合摂社：1.秋葉神社（火之加具土神）、2.大山祇神社（大山祇神）、3.伊雑

社（皇大神）、4.荒神社（天照皇大御神荒魂）、5.河内八幡神社（誉田別命）、6.開拓社（三右ヱ門命）。 

◎その他、36 王子社の名がある。 

 

４-1.愛媛県西条市、石鎚神社の和文詳細資料 

1 主祭神 
石鎚毘古命・ｲｼﾂﾞﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ（石土毘古命ｲｼﾂﾞﾁｵｵｶﾐ・石鎚大神ｲｼﾂﾞﾁｵｵ

ｶﾐ）ともいう。 

2 神社創建 奈良時代 

3 別 名 

西日本 高峰石鎚山を神体山とする神社で、山麓に鎮座する①本社（口之宮）、

②山腹の成就社（中宮）と③土小屋遙拝殿、④山頂の頂上社の 4 社の総称であ

る。宗教法人・石鎚本教の総本宮でもある。神紋は丸に石の字。 

4 勧請神 
伝説で紀元前 63 年のこと崇神天皇第 35 年石鎚の峯に神を勧請す（長寛勘文に

よる）とある。 

5 祭 神 

石鎚神社は石鎚毘古命(ｲｼﾂﾞﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)をお祀りし、古事記では石土毘古命(ｲﾜｯ

ﾁﾋｺﾉﾐｺﾄ)、石鎚大神(ｲｼﾂﾞﾁｵｵｶﾐ)ともいう。伊那那岐命(ｲｻﾞﾅｷﾉﾐｺﾄ)と伊那那美

命(ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐｺﾄ)の第２番目の子で、天照皇大神の兄に当たる。 

6 社格等 等県社・別表神社旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。 

7 例 祭 4 月 5 日・10 月 5 日 

8 宮 司 中宮成就社 権禰宜 玉井安胤（やすつぐ）Yasutugu TAMAI  

9 鎮座地 愛媛県西条市西田甲 797 番地  

10 交通手段 

バス JR 伊予西条駅から成就社登山口へ せとうちバス「西之川」行き乗車 ↓（54

分） 「ロープウェイ前」下車 ↓（約 5 分） 石鎚登山ロープウェイ山麓下谷駅から

石鎚登山ロープウェイで山頂駅へ。 

11 位 置 北緯 33 度 53 分 23.3 秒、 東経 133 度 9 分 19.8 秒座標: 

12 電 話 社務所 0897-55-４0４４、ＦＡＸ 0897－55－72４2。 

13 本 殿 本殿の様式権現造  

14 境内社 
1.三倍（ｻﾊﾞｲ）神社、2.方違（ﾎｳﾁｶﾞｲ）社、3.厳島（ｲﾂｸｼﾏ）社、4.天皇（ﾃﾝﾉｳ）社、

5.大石（ｵｵｲｼ）社、6.祖霊（ｵﾐﾀﾏ）殿である。 

15 境内摂社 1.秋葉神社、2.大山祇神社、3.伊雑社、4.荒神社、5.河内八幡神社、6.開拓社。 

16 鳥 居 8 基 

17 主な神事 主な神事お山開き（7 月 1 日～10 日） 

18 利 益 家内安全、病気平癒、殖産振興、商売繁盛、厄除開運 他  
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■石鎚神社･石鎚本敦(本社) 〒793-8555 西条市西田甲 797 

社務所 0897-55-４0４４、ＦＡＸ 0897－55－72４2。神社会館 0897-55-４168・ＦＡＸ0897-55-7281。 

■石鎚神社(成就社) 〒７９９－１１１２ 西条市小松町石鎚字上黒河 422 

社務所 0897-59-0106   FAX 0897-59-0４08 

■石鎚神社(土小屋遥拝殿) 〒791-1 710 上浮穴郡久万高原町石鎚スカイライン土小屋 

社務所 0897-53-0008(４月～11 月迄)  ■石鎚神社･頂上社(5 月～11 月３日迄) 

 

４-2.石鎚神社の英文由来と現在 

●HISTORY： Ishizuchi Shrine is one of the spirit peaks of the Seven Nights of Japan. Gypsum is a 

stone character in a circle. Shinto shrine with Mount Ishizuchi, the highest mountain in western 

Japan, as Shintaisan, is settled at the foot of the mountain. Ishizuchi Shrine is a generic name of 

the four companies Kutinomiya-Honsha, Chuuguu-Joujusha, Tutigoya-Youhaiden, Okunomiya-

Choujousha. Ishizuchi Shrine is the total main shrine of Professor Ishizuchi, a religious corporation. 

◎ WORSHIPPED DEITY ： Ishizuchi Shrine enshrines Ishizuchihiko-no-Mikoto and in Kojiki 

Iwattihiko-no-Mikoto and Ishizuchi ookami). The second child of Izanaki-no-mikoto and Izanami-

no-mikoto hits Amaterasu's older brother. Worshipped Deity is the God of Ishizuchihiko-no-Mikoto 

and worships the three statues of Tamagota (Nintoku), Mirai (Tomonori), and Kenzori (Yutoku). 

◎ＫＥＩＤＡＩＳＨＡ：1.Sabai Shrine（Susanoo-no-Mikoto, Kotoshironushi-no-kami, Itou-Hatirouhira）, 

2. Houtigai-sha（Toshitoku-zin）Haraedo-no-ookami, 3. Itukushima-sha（Itikishimahime-Mikoto, 

Tagirihime-Mikoto, Tagituhime-Mikoto）,4.Tennou-Miya（Susanoo-no-Mikoto）,5.Ooishi-sha（Saruta 

hiko-no-kami）, 6.Omitama-Den（Ryo actor or Shiji etc.）.  

◎SYNTHESIS-SESSHA：1. Akiha Shrine（Kagu-tsuchi- kami）, 2.Ōyamazumi Shrine（Ōyama 

zumi-kami）, 3.Izawa-no-miya（Kou-Taizin）, 4.Kō-Shrine（Amaterasu-oomikami-Aramitama）, 

5.Kawati-Hatiman-zinja（Homuta wake-No-Mikoto）, 6.Pioneer-Sha（Mikuemon-Mikoto）。◎Other, 

there is a name of 36 Prince-Sha. 

 

表４-1.愛媛県西条市、石鎚神社の英文詳細資料 

1 
Worshipped 

Gods 
Ishizuchi hiko-no-mikoto is also called Ishizuchiookami. 

2 
Shrine 

Foundation 

Nara Period 

3 
Another  

Name 

Shinto shrine with Mount Ishizuchi, the highest mountain in western 

Japan, as Shintaisan, is settled at the foot of the mountain. Ishizuchi 

Shrine is a generic name of the four companies Kutinomiya-Honsha, 

Chuuguu-Joujusha, Tutigoya-Youhaiden, Okunomiya-Choujousha. Ishi 

zuchi Shrine is the total main shrine of Professor Ishizuchi, a religious 

corporation. 
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4 
Enshrined  

Gods 

In 63 BC, inspected God in the legendary Emperor Shinjin 35th year, 

Isiduti Mine. 

5 
Festival  

Gods 

Ishizuchi Shrine enshrines Ishizuchihikonomikoto, also known as Ishizu 

chiookami in Kojiki. Ishizuchihiko-no-mikoto is the second child of 

Izanakinomikoto and Izanaminomikoto and it is the older brother of 

Amaterasu. 

6 Rankings Kensha、Beppyou-Jinja 

7 
Annual  
Festival 

April 5 · October 5 

8 Chief Priest Chuuguu-Joujusha・Gonnegi・Yasutugu TAMAI  

9 Shrine Site 797 Nishidaka, Saijo city Ehime prefecture 

10 Latitude 
Latitude 33 degrees 53 minutes 23 seconds, east longitude 133 degrees 9 minutes 

20 seconds: 

11 TEL/FAX TEL:0897-55-４0４４、FAX:0897－55－72４2。 

12 Honden The style of the main hall is gongen-zukuri. 

13 Keidaisha 
1.Sabai Shrine, 2. Houtigai-sha, 3. Itukushima-sha, 4.Tennou-Miya, 

5.Ooishi-sha, 6.Omitama-Den. 

14 
Synthesis-

Sessha  

1. Akiha Shrine, 2.Ōyamazumi Shrine, 3.Izawa-no-miya, 4.Kō-Shrine, 

5.Kawati-Hatiman-zinja, 6.Pioneer-Sha 

15 Torii The number of torii is eight. 

16 Oji Shrine Ishizuchi-yama historic site 36 Prince-Sha pilgrimage 

17 
Shinto 
Priests 

Major shrine's mountain pavilion (July 1st - 10th) 

 

５.石鎚神社の社殿と末社と鳥居 

５-1.石鎚神社の社殿 

   

写真 5-1.石鎚神社「口の宮」本社 写真 5-2.石鎚神社本社の神殿 写真 5-3.石鎚神社本社の正面 
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本社である（口之宮）本殿の祭神は石鎚大神で、1967 年 4 月竣工、2015 年改修した。写真 5-1 は石鎚神社

「口の宮」本社、写真 5-2 は石鎚神社本社の神殿と写真 5-3 は石鎚神社本社の正面である。 

 

 
 

写真 5-4.向拝の額としめ縄 写真 5-5.弊殿の側面 写真 5-6.本殿の屋根の鰹木 

 

写真 5-4 は向拝の額としめ縄、写真 5-5 は弊殿の側面と写真 5-6 は本殿の屋根の鰹木である。 

 

 

 

 

写真 5-7.階段上に登る「鉄の鎖」 写真 5-8.神社の神職者 写真 5-9.階段上の社務所 

 

本社（口之宮）旧頂上祠：2016 年 6 月 25 日竣工。石鎚山頂上の磐座の祠を移転された。写真 5-7 は階段

上に登る「鉄の鎖」、写真 5-8 は神社の神職者と写真 5-9 は階段上にある社務所と拝殿である。 

 

5-2.石鎚神社の摂社 

 

    

写真 5-10.摂社の三倍神社の末社と碑石 写真 5-11.摂社の方違社 写真 5-12.摂社の厳島社 

 

写真 5-10 は摂社の三倍神社の末社と碑石である。祭神は素戔嗚尊、相殿に言代主神、伊藤八郎平霊。慶

長年間土佐国より石鎚山麓西条市中奥大字今宮に勧請。産土神として崇敬されていたが過疎のため昭和 58
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年（1983 年）10 月 9 日に石鎚神社境内に遷座した。祭日は 10 月 10 日。写真 5-11 は摂社の方違社である。

方違（ﾎｳﾁｶﾞｲ）社：祭神は歳徳神で、祭日は 1 月 3 日である。歳徳神は陰陽道(おんようどう)でその年の福徳を

つかさどるとされる神。この神のいる方角を明きの方(かた)・恵方(えほう)といい、万事に吉という。年によって方

角が違う。年神(としがみ)。写真 5-12 は摂社の厳島社である。厳島（ｲﾂｸｼﾏ）社：祭神は市杵島姫命、田心姫

命と湍津姫命で、祭日は 6 月 17 日である。市寸島比売命は、天照大神(アマテラスオオミカミ)と素戔嗚尊(スサ

ノオノミコト)の誓約において、アマテラスが、スサノオの剣を噛んで噴き出した霧によって出現した３女神の第３

子である。 

 

   

写真 5-13.石鎚神社の綜合摂社 写真 5-14.摂社の天皇社 写真 5-15.摂社の大石社 

 

写真 5-13 は石鎚神社の綜合摂社（6 社併設）である。社名と祭神は、秋葉神社で火之加具土神、大山祇神

社で大山祇神、伊雑社で皇大神、荒神社で天照大御神荒魂、河内八幡神社で誉田別命、開拓社で三右ヱ門

命である。写真 5-14 は摂社の天皇（ﾃﾝﾉｳ）社である。祭神は素盞嗚命、祭日は旧暦 6 月 13 日である。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(ﾔﾏﾀﾉｵ

ﾛﾁ)を退治し、奇稲田姫(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 5-15 は摂社の大石（ｵｵｲｼ）社である。祭神は猿田彦命。祭日は 10 月 10 日である。猿田彦命（ｻ

ﾙﾀﾋｺ、またはｻﾙﾀﾋｺﾉｶﾐ）は、日本神話に登場する神。『古事記』および『日本書紀』の天孫降臨の段に登場す

る（『日本書紀』は第一の一書）。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

国津神である。『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。 

 

    

写真 5-1６.左下の祖霊殿 写真 5-17.本社の斎館 写真 5-18.神社神門 写真 5-19.階段注連柱 
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写真 5-16 は左下の祖霊（ｵﾐﾀﾏ）殿である：祭神は石鎚山の開山の祖役行者、別当寺時代の前神寺、横峰

寺の主管者、明治の神仏分離以降の祀宮、社司、社掌、宮司をはじめ神社職員、先達の物故者の神霊。祭日

は 4 月 6 日が春季大祭並びに合祀祭、10 月 6 日が秋季大祭並びに合祀祭、毎月 15 日が命日祭。元の前神

寺の本堂である。写真 5-17 は本社の斎（ｻｲ）館である、神事を行うとき神官などが参籠（さんろう）して潔斎など

をする建物である。写真 5-18 は神社神門の外側である。大天狗像・小天狗像が、内側には武者姿像で、2006

年竣工。写真 5-19 は階段注連柱（ｼﾒﾊﾞｼﾗ）で、空間を区画するための縄である。本来シメは占，標，印の意

で，一種の占有標とも魔よけとも考えられている。新年には門や神棚に張る。縄は左ねじりで順に 3 筋，5 筋，7

筋のわらを垂らし，その間に紙垂 (かみしで) を下げる。 

 

   

写真 5-20.祖霊殿の横にある神水殿 写真 5-21.神水由来の説明文と参拝案内図 

 

写真 5-20 は祖霊殿の横にある神水殿である。神水殿（ｼﾝｽｲﾃﾞﾝ）は祖霊殿の横にある神水殿である。写

真 4-21 は神水由来の説明文と参拝案内図である。 

 

5-3.石鎚神社の鳥居 

    

写真 5-22.朱色一の鳥居 写真 5-23.祖霊殿の鳥居 写真 5-24.石鎚神社本社の鳥居と扁額 

 

写真 5-22 は旧頂上祠朱の大鳥居：1994 年 6 月 23 日建立。写真 5-23 は祖霊殿の鳥居。写真 5-24 は石鎚

神社本社の鳥居と扁額である。 

 

    



15 
 

写真 5-25.祖霊殿

横の鳥居 

写真 5-26 登山

口の鳥居 

写真 5-27.大石

社の鳥居 

写真 5-28.境内入

口 鳥居 

写 5-29.綜合摂社の 

鳥居 

 

写真 5-25 は祖霊殿横の鳥居、写真 5-26 は登山口の鳥居、写真 5-27 は大石社の鳥居、写真 5-28 は境内

入口の鳥居と写真 5-29 は綜合摂社の鳥居である。他に、標高 1492m には土小屋遥拝殿鳥居がある。 

 

5-4.石鎚神社の灯籠 

    

写真 5-30.祖霊殿の前にある神秘的な灯籠 写真 5-31.石鎚神社本社の灯籠と階段 

 

写真 5-30 は祖霊殿の前にある神秘的な灯籠で、神社の名称が見られる。写真 5-31 は石鎚神社本社

の灯籠と階段である。 

６.おわりに 

6-1.石鎚山旧跡三十六王子社 

表 6-1.石鎚山旧跡 36 王子社 
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里宮本社から中宮成就社を経て奥宮頂上社へ至る往古の参道沿いに作られた 36 の王子社で、何も残って

いないところもあったらしいが、現在は復興され、年に一度、石鎚神社里宮から参拝登山が敢行されている（表

6-1）。 
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別表 1.石鎚神社の歴史の事蹟 

和 暦 西暦 年    表 

成務天

皇 28 

158 皇祖神である天照大神を祀り伊曽乃神社を創建した 

大化 2 646 開祖｢役小角｣13 歳、毎夜葛城の山に入り、暁になって家に帰る。(役行者本記) 

大化 6 650 開祖｢役小角｣17 歳、秋葛城山修行、19 歳の春まで 3 年間つづ＜ 

白雉 3 652 開祖｢役小角｣19 歳、春葛城山を出る。この秋熊野修行､21 歳まで 3 年間つづく。 

 655 開祖｢役小角｣22 歳、夏鳴川修行 

 658 開祖｢役小角｣25 歳、４月箕面に修行､神を得、修験道では龍樹に会い､秘法を受く。 

 670 開祖｢役小角｣37 歳、７月、大味より羽黒の祈誓に入る。北辺を封ぜられる。 

 671 開祖｢役小角｣38 歳、三室に山及海住山の祈誓 
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 672 開祖｢役小角｣39 歳、生駒山祈誓､壬申の動乱のために王城を護る。 

 673 開祖｢役小角｣40 歳、６月、伊勢両神宮祈願 

 675 開祖｢役小角｣42 歳、山城鷲峯山祈誓 

 678 開祖｢役小角｣45 歳、８月より 10 月にかけ四国･九州･山陽･山陰の諸峯に祈誓 

 680 開祖｢役小角｣48 歳、大和室生山祈誓 

 681 開祖｢役小角｣48 歳、大和当麻寺落慶、山林若干頃を寄進､３月鳥海山祈誓 

 ６84 開祖｢役小角｣51 歳、相模八管山祈誓､信濃戸隠山祈誓、12 月阿波麻植郡衣笠山祈誓 

 685 開祖｢役小角｣52 歳、讃岐象頭山､伊予石鎚山､土佐足摺山祈誓。役小角が石鎚山にて

祈誓したといい、修験道の開祖・役小角（役の行者）によって開かれた山。日本 古の山

岳信仰の一つとして 

 699 開祖｢役小角｣66 歳、５月伊豆島に流され、配流中に富士山､熱海､走湯､江の島を開く。 

大宝 1 701 開祖｢役小角｣68 歳、遠流より還る。天皇国師となす。山城愛宕山に祈誓､６月 7 日入寂 

弘仁 12 ８２１ 『日本霊異記』には、「伊予国神野の郡の部内に山あり。名を石鎚山と号く。 

興国 3 1342 後村上天皇が朝敵退散を祈願するために勅使を遣わしている。武家では河野氏が篤く

崇敬し、そして西条藩主・小松藩主も厚く遇した。 

転生 19 1591 伊予の領主となった福島正則は石鉄山常住に参籠する。 

慶長 15 1610 豊臣秀頼が石鉄山常住の神殿を修築、豊臣秀頼が成就社を寄進した 

明歴 3 1657 西条藩主一柳直興が石鉄山仏殿を建立、その後も 

元禄１2 1699 江戸時代初期、石鎚山の絵図 

享保 13 1728 徳川吉宗が採薬師植村佐平次に登山を命じる。 

宝暦 2 1752 徳川家重が 

安永 7 1778 徳川家治がに、それぞれの厄除け祈祷を命じたと記録がある。 

安永 8 1779 鎖の歴史、弥山の鎖切れる。鉄の鎖をかけられた。 

文政 8 １825 別当・横峰寺が廃され維新の際に別当・前神寺も廃されて、 

石鎚神社と改称し県社に列した。 

 1855 5 月 17 日 鎖の歴史、二の鎖の切れたるを修復す。 

明治 2 1869 明治に入って、神仏分離につき取調が始まり、翌年には石鎚権現号が廃止 

明治 4 1871 4 月 5 日に石鉄神社（祭神石土毘古命）となり、同年 7 月 4 日には県社に列格された。

前神寺と横峰寺は廃され前神寺の境内は石鎚神社の本社となり、横峰寺は西の遙拝所

とされた。神仏分離により、石鎚蔵王権現は石鎚神社になった 

明治 12 1879 前神寺は塔頭寺院の医王院と合併し、前上寺として復興した。 

明治 22 1889 4 月 10 日午前 5 時行者の参籠通夜中の失火により全焼し社殿・宝物が消失。 

明治 26 1893 本殿再建 

明治 33 1900 社殿再建竣工する。 

明治 35 1902 3 月 8 日に石鉄神社から石鎚神社に変更が決定される。 

明治 40 1907 旧称に復す。  

明治 43 1910 横峰寺は大峰寺として復興し、旧称に復した。 
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昭和 3 1928 5 月 鎖の歴史、一の鎖掛け替え 

昭和 20 1945 石鎚山女人登山禁制が緩和され、 

昭和 21 1946 ５月１０日「石鎚教教派総本社」（後の宗教法人石鎚本教）を設立し神社本庁に属して、

別表神社に加列、神仏習合の伝統に基づく教化活動を行っている。 

昭和 24 1949 年宗教法人「石鎚本教」を設立 

昭和 36 1961 二の鎖、鉄の鎖架け替え、鎖の歴史、二の鎖新設（各一条から各二条へ） 

昭和 40 1965 高地性集落が発見され、入母屋竪穴式住居や円形倉庫が復元展示されている 

昭和 55 1980 11 月 13 日 成就社は大火に見舞われ、周辺の旅館と共に全焼した。山上で消火用水も

少なく消防車も駆けつけることが出来なかったことが被害を大きくした。成就社は加西 

昭和 57 1982 6 月 成就社は早くも周辺旅館と合わせて復興した。 

平成 1 1989 鎖打ち始め式 

平成 2 1990 鎖の歴史、三の鎖、鉄の鎖架け替え式完工。使用部分６８m。 

平成 3 1991 下りの２条、鉄の鎖架け替え 

  修験道の開祖｢役小角（えんのおづめ｣の足跡を含む 

 

 

 


